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【巻頭言】

社会に貢献できる ICT の可能性
杉山 清
NEC ソリューションイノベータ

ここ数年来感じていることだが，昨今，情報
通信技術 (ICT) の裾野が広がってきている感が
ある．つまり，専門家のみが使うことのできた，
これまでの高度な技術から，誰もが使いこなせ
る簡易な手法，例えばクラウドへの転換があり，
そうして技術を使える人が増えることで社会全
体の利益につながる，ということだ．
当社は日本全国に拠点を持ち，多様性に富ん
だスキルを持つ人材を擁する ICT 企業として，
これまで社会の課題を ICT で解決できないか，
それぞれの地域の方々と一緒になって考えてき
ている．
農業を例に取ると，せっかく熟練農家が培っ
てきた匠の技が，後継者不足などで途切れてし
まうという課題がある．その技術やノウハウを，
ICT を用いて形式知化し，新規就農者でも熟練
農家さながらの高品質な農作物の収穫ができる
ことを目指している．実証実験の中で，農業経
験の浅い当社社員が行った例では，一部の作業
が農業経験者並みと評価頂けるレベルになって
いる．既に幾つかの地域ではシステムを導入頂
いている．
また現在，世界では食品に由来する事故で，年
間 300 万人もの方が亡くなっているそうだ．そ
の多くは，子供や高齢者である．楽しいはずの
毎日の食事で，人々が命を落とすのは極めて悔
しいことであり，こうした世界の現状を ICT で
わずかずつでも変えていきたい．その思いに共
感して下さったお客様と共に，当社のバイオテ
クノロジーの研究成果を活用し，アレルギー物
質の検出ができる簡易キットの開発を行ってい
る．これまで，専門家に依頼して日数を掛けて
行っていた食品工場内の残留アレルギー物質の
検出が，誰でも即座にできるようになるはずだ．
農業でも，バイオテクノロジーでも，専門家
の経験がディジタル化されれば，高度なノウハ

ウや技術が経験の浅い人にも扱えるようになる．
こうした ICT を活用した暗黙知の形式知化は，
昔から言われてはいたが，活用できる機会にし
ろ，十分な技術にしろ，ようやく出揃った感が
ある．また，これまで部分最適で行われてきた
課題の解決が，ICT によって線でつながること
で，より長いサプライチェーンで社会価値の提
供ができるようになったとも感じている．前述
した農業 × ICT から食品工場 × ICT のつながり
が完成されれば，食料の生産から加工に至る食
のサプライチェーン上の安全に貢献できるよう
になるといえよう．
このように ICT の持つ力が幅広く期待されて
いる現代社会において，ICT 人材がどういうス
キルを持つべきか，私なりのキーワードがある．
まず，物事の視野を広く持ち，柔軟な心で多
様な考えを受け入れる「オープンマインド」，そ
して「歴史を知っていること」．後者は先端技術
と無関係なように思われるかもしれないが，と
ても重要な要素だ．歴史の転換期にあたり，昨
日までの常識が突然通じなくなった際に当代の
人がどう処したかは，最新の技術がある日を境
に一気に普及したときにどう対応するか，にも
通じるところがあり，大いに学びになる．
ところで，一気呵成に世の中を席巻する新技
術も，その多くは長年の基礎研究あってのもの
だ．基礎の理解は本質を掴むことにつながる．
変化に惑わされないため，また日本の未来のた
めに，基礎研究の大切さを改めて強調しておき
たい．
ICT を仕事とする方々には，是非夢を，勇気
を，誇りを持って邁進してもらいたい．社会が
抱える課題に ICT が貢献できる領域は，明らか
に広がっている．ICT が真に世の中に貢献でき
る時代が来たのだ！
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ソサイエティ人図鑑

No.19

大竹 哲史さん
所属：大分大学理工学部共創理工学科知能情報システム
コース准教授
分野：情報学/計算機システム・ネットワーク/
電気電子工学/電子デバイス・電子機器

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．
コンピュータのテストを容易にするための設

御への置き換えが進んでいますよね．一頃 X-ByWire と言われていました．油圧のパイプなどの
劣化を見て確認することができていたものが，

計技術「テスト容易化設計」や，テストパター

電子制御になると目視できなくなります．使っ

ンを効率良く作る「テスト生成」を主に研究し

ていくうちに電子機器も劣化しますから，出荷

ています．

時だけではなく，使っている環境でもテストが

微細加工を施した LSI は，出荷にあたって不

必要になってきます．これまでは，おおよその

良品がないか検査が必要で，その検査のことを

製品寿命を見積もって，出荷時に厳しめにテス

テストと呼んでいます．LSI は一度作ってしま

トをするとか，劣化マージンを多めに取るなど

うと中を覗けないので，入力端子からテストパ

していました．これからは自動運転など，電子

ターンを印加して，出力端子からテスト応答を

機器が原因で事故が起こるようなことになって

観測します．そのテスト応答とあらかじめ計算

はならないので，使っている段階で頻繁にテス

しておいた期待するテスト応答とを見比べるん

トしなくてはいけなくなるでしょうね．

ですね．入力の全ての組合せを印加するには膨

他には，テストを行う工程でのテストコスト

大な時間が掛かるので，そのようなテストはで

削減についても取り組んでいます．テスト工程

きません．ですから，回路内に故障を想定して

は，ウェハの状態やパッケージングした後に実

おいて，その故障を検出できるようなテストパ

施したり，温度や電圧を変えたり，と実に様々で

ターンを作ります．そのパターン作りそのもの

す．ウェハの上に作られたチップの中には壊れた

も，計算時間が掛かるので，テストパターンの作

ものも当然あって，それをパッケージしてしまう

成が容易な回路を設計する必要があります．し

と，その分のコストが無駄になります．したがっ

かも，テストを考慮する前に想定された性能が

て，ウェハの上で，ちゃんと動かないものは取

十分に発揮され，チップの面積も大きくならな

り除いて，動くものをパッケージングしなくて

いことが求められるのです．

はいけません．パッケージングした後ももちろ

最近だと，自動車や航空機の油圧系の電子制
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【研究会インタビュー (DC)】

良はもちろん，ウェハ上ではできないテスト項

では，研究と実際の世界が近いような印象があ

目や環境条件などもあります．不良品を出荷し

ります．特に CREST のプロジェクトに取り組

てしまうと，その対応のためのコストはとても

んでいた際には，開発した技術の出口はどこな

大きいんですよね．そこで，壊れそうなものを

のかということを強く問われましたので，企業

先に壊してしまうという，バーンイン (burn-in)

に売り込みに行かないといけない，という意識

というテストがあるんですが，ここに非常にコ

が常にありました．そのときに色々とアドバイ

ストが掛かるのが問題となっています．中には，

スなどを頂いたところとは現在も関係が続いて

バーンインする前に初期不良を予測して落とせ

います．とても良い経験を積ませて頂きました．

るものもあるはずです．最近はビッグデータの
解析技術，データマイニングが使われるように

— 研究者の道へ進まれた経緯をお話下さい．

なってきました．製品の長い製造期間中に，製

子供の頃はメカに興味があって，ラジカセと

品に対するテスト結果が蓄積されています．そ

か目覚まし時計とか，どんな部品が入っている

の蓄積されたビッグデータからどの工程で不良

のか知りたくて分解していました．キットを買っ

になるのか，傾向をつかむんです．途中までの

てきて電子工作をしたりもしましたが，組み立

テスト結果から，新しく製造したチップのその

てより解体の方が好きでしたね（笑）．私は覚

後のテストにおける合否判定を予測しようと．

えていないのですが，親曰く，卒業文集で「学

企業から実際のテストデータを提供して頂いて，

者になりたい」と書いていたそうです．大学に

バーンインしなくても初期不良の起こりそうな

行ったら，博士後期課程まで進んだ方がいいよ

チップを見つけ出す技術についても研究をして

ね，みたいな雰囲気が家庭にありました．

います．
— 日々の御活動の中で，どういったところに充
実感をお感じになられますか？

大学で情報系を選んだ理由はありきたりで，
「こ
れからは情報の時代でしょ」と（笑）．特に子供
の頃からコンピュータプログラミングをやって
いたとか，そういう話ではありません．ポケッ

一般的な答えになってしまいますが，研究が

トコンピュータがあったのでちょっとそれを触

認められたとき，書いた論文が採択されたとき

るくらい．本格的にプログラミングを学んだの

でしょうか．企業の方から「共同研究が実際に役

は，大学に入ってからです．専門科目に「論理

立った」と言って頂けると嬉しいですね．企業秘

設計」というディジタル回路の設計方法を学ぶ

密のため，具体的に我々の技術が何に使われた

授業がありまして，ブール代数とか，0 と 1 の

のかは教えてもらえませんが．何に使われたか

二進数の世界で演算をするとか．理系というと

知りたいですけどね（笑）．論文を読んでいると

解析学や線形代数などの数学や物理のイメージ

10 年以上前の技術が今ようやく使われている，

だったので，
「こういう世界があるんだ！」と興

というのを見ることがあります．10 年，20 年後

味が湧きました．卒業研究をどうしようか悩ん

にもしかしたら使われるかもしれないと思って

でいたときに，その論理設計を担当されていた

論文を書いたり特許を出願したりすることもあ

先生を訪ねました．話を聞くと，設計は自動的

ります．一方で，応用先があるというのは面白

にやらないといけない．大規模なものを作ろう

みがあるところですよね．製造の現場で今どん

と思うと，論理レベルで設計していくのは難し

なことに困っていて，将来どんなことに困るか

い．いかに自動化して効率化するかが重要だと．

ということが分かる世界．LSI のテストの分野

なるほどと思って，設計検証の自動化について
5
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卒業研究に取り組みました．

あとは，半導体のテストコストをどうするか．

大学院をどこにしようか，進路を考えていた

ウェハの値段が変わらないとすると，素子を微

ときに，たまたま手に取ったのがフォールトト

細化して，ウェハ 1 枚から取れるチップの数を

レラント・コンピューティングに関する本でし

増やせば，原価は安くなりますよね．でも，同

た．フォールトトレランスとは故障を許容する

じ設計であれば 1 個のチップに搭載するトラン

という概念のこと，故障耐性，故障しても正し

ジスタの数は変わらないので，各トランジスタ

く安全に動く．その著者の 1 人が奈良先端大の

が正常に動作するかをテストするコスト自体は

先生で，この先生の周りにいれば，何か面白い

変わりません．そこで，アダプティブ・テスト

ことができるんじゃないかなと．非常にざっく

という方法が考えられています．最先端の技術

りとですけど（笑）．奈良先端大であれば，学部

を使ってチップ製造を始めて間もない間は，生

から上がってくる学生がいないので，新しいこ

産が安定せず，歩留まりも悪い．不良品を出荷

とをやっても皆と同じスタートラインに立てま

してしまうリスクがあるので，しばらくは厳密

す．一念発起して，調布にある電通大から奈良

なテストが必要になります．でも，製造期間が

に移りました．初めての関西だったので，何だ

長くなると，最先端だった技術もだんだんと当

か，外国に行くような感覚でしたね．

たり前になって，歩留まりが上がってくる．歩

ドクターを取得した後は半導体メーカーに就

留まりが良くなってきたときに悪かったときと

職するつもりでしたが，大学は人事の話が急に

同じ方法でテストすると，コストが高くなるわ

出てきたりします．就活していたんですけど，た

けですね．良くなってきたときにテスト基準を

またま助手の先生が他大学に移られるというこ

緩めて，コストを削減する．それで不良が発生

とで，
「君，大学には興味ないかね．ポストが空

したら，またテスト基準を厳しくする，増やす．

くから残ったらどうか」と先生に誘われまして．

そうした適用的な手法を採用しないと，コスト

そのような縁で大学で研究を続けています．

バランスが取れなくなるんじゃないかと言われ

— 今後の展望や目標をお聞かせ下さい．

てきました．経済原理が働く世界なので，大学
がどこまでサポートできるか分かりません．で

難しい質問ですね（笑）．最近のトレンドとし

すが，様々なテスト方法があるなら，それらを

て，特定用途向けの LSI を設計して少量製造す

組み合わせていかに利益を確保するかをイメー

るのはコストが見合わなくなってきたので，少

ジしながら，新しい技術を開発していきたいと

量生産はしないという雰囲気があります．その

考えています．

代わりに FPGA の利用が進むと考えられてい
ます．また，高速処理が必要な部分は FPGA に

— 研究会についてお聞かせ下さい．

乗せよう，そういう使い方もプログラマーの間

私が主に活動している研究会は，ディペンダ

で増えていくと思われます．これまで FPGA は

ブルコンピューティング (DC) 研究会です．元々

出荷時にしかテストしなかったのですけれども，

はフォールトトレラントシステム (FTS) 研究会

使っていると劣化しますので，その劣化にどう

という名前でしたが，今はコンピュータシステ

対処するのかという新しい問題が出てきていま

ムのディペンダビリティを幅広く扱う研究会に

す．FPGA をクリティカルなアプリケーション

なっており，2 か月に 1 回程度の頻度で集まっ

で使うときにどうするかといった分野も研究対

て，研究成果を発表しています．毎回，メイン

象に含めていきたいですね．

トピックを決めていて，例えば，2 月は LSI の

6
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【研究会インタビュー (DC)】

設計とテストの特集．東京開催なんですが，共

かったものが好きです（笑）．効率化してない方

同研究をしている企業の方も参加します．私の

が個性があって美味しいお酒ができるんじゃな

研究室では，基本的に研究会発表は学生がする

いかと思っちゃうんですね．

ことにしていて，学生も企業の方や他の研究機

それから，音楽．大分には毎年 5 月にアルゲ

関の方の前で発表できて，良い経験になってい

リッチ音楽祭というのがありまして，毎年聴きに

るのではないでしょうか．発表後に「〇〇は△

行きます．子供の頃からピアノをやっていて，中

△に活用できないか」とか「□□について共同

学 1 年生のときに合唱コンクールで伴奏をしたこ

研究できないか」などのお声を頂くこともあり

ともあります．ディープパープルやレッドツェッ

ます．産業界からのコメントなども得られ，研

ペリンのようなハードロックが好きで，ジョン・

究が前進する場なので，とても重要な機会と捉

ロードに憧れてバンドでキーボードを演奏した

えています．

り，一時はトランペットを吹いたりしていまし

— 最後に趣味，興味関心をお聞かせ下さい．

た．バンド活動は中学，高校と続けまして，大
学ではジャズ研に入りました．そこには後に世

日本酒と音楽です．

界的に有名になるジャズピアニストの卵も顔を

日本酒は周りの研究仲間にもお馴染みで，
「あ

出していたりして．夏合宿を一緒にした記憶が

の先生は日本酒にうるさい」と（笑）．冷酒では

あります．学部の 3 年生頃から音楽からは遠ざ

なくて燗酒．燗酒を知ったのが 4 年くらい前で

かって，大学院に行ってからは全くです．1 年く

して．それまでお酒は冷たくして飲まないとい

らい前からトランペットの練習を再開したんで

けないと思い込んでいたんですけど，お燗をつ

すが，まだまだ披露できるレベルではないです

けて旨くなるお酒があるんだということを知り

（笑）．学生が帰った後の真夜中の研究室やカラ

ました．60 度から 70 度近くまで温度を上げて

オケボックスで時折練習しています．この業界

も壊れず美味しく飲めるようなお酒を好んで飲

にも音楽を趣味にされている方は多いでしょう

んでます．お気に入りは中国，近畿の生酛造り

から，将来は学会関係でセッションしたり，地

の純米酒ですね，特に何年も熟成させたお酒が

元の吹奏楽団とかで演奏できたら素敵ですよね．

好きですね．
工業製品は製造容易化を当然考えますが，酒
造りにも製造容易化みたいな工程を取り入れる
ことがあるようですね．もともと微生物の働き
で作られるお酒の味や香りをコントロールする
ことはとても難しいので，バイオテクノロジー
でいじった酵母菌を使って所望の味や香りにし
たり，アルコールを添加して味や香りを調え，酵
母菌の働きを抑制するとか．でも，同じ生産者
でも，タンク，微生物によっても繊細に味が変
わってくるので，変に手を加えない方がいいん
じゃないの？ とついつい思ってしまいます．研
究では容易化を考えていますけど，お酒に関し
ては土作りからこだわってるような，手間の掛
7
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テキストマイニングとは何か?
— 第 10 回シンポジウムでの議論 —

金山 博
日本アイー・ビー・エム株式会社
1. テキストマイニング・シンポジウム

東京基礎研究所

表 1. これまでに開催したシンポジウム

言語理解とコミュニケーション (NLC) 研究会

場所

参加者数

第1回

2011 年 7 月 東京

150

第2回

2012 年 8 月 横浜

160

第3回

2013 年 9 月 東京

130

第4回

2014 年 2 月 京都

60

の場を提供するために「テキストマイニング・

第5回

2014 年 9 月 東京

240

シンポジウム」を開催してきた ∗ ．2014 年から

第6回

2015 年 2 月 大阪

70

は更に冬の関西地区での開催を加えて毎年 2 回

第7回

2015 年 9 月 東京

210

第8回

2016 年 2 月 京都

100

第9回

2016 年 9 月 東京

260

第 10 回 2017 年 2 月 大阪

90

では，実世界で活用されている自然言語処理の
技術としてテキストマイニングに焦点を当てて
おり，2011 年から毎年，学術界と産業界の議論

の体制となり（表 1 参照）産官学の組織から多
くの参加者を集めている．

時期

シンポジウムでは，通常の研究会と同様に，学
術界の研究者が発表を行っているほか，直近の
著名な国際会議の参加報告を通じて，最先端の
技術を学べるようにしている．また，幅広い招
待講演が企画されており，ツールを提供してい
る企業による実演や，テキストマイニングを実
践している様々な業界の取り組みの紹介などが
人気を博している．これにより，企業からの参
加者が，業務改善や顧客満足度向上のために実
際に役立っている事例を学ぶことができる．そ
して，学術界の人々にとっても，実社会での技
術に対するニーズを知り，以降の研究テーマの
策定に活かすことができるという点で，価値の
ある場となっている．更に，懇親会を開催して
参加者の交流を促進しており，両者の間で新た
な共同研究が開始されるなど，異なる立場の人
が交流することによる効果が続々と現れてきて
いる．

2. 第 10 回記念パネルディスカッション
2017 年 2 月 9〜10 日に大阪で開催されたテキ
ストマイニング・シンポジウムでは，第 10 回
の開催を記念して，
「テキストマイニングとは何
か？」というテーマで，パネルディスカッショ
ンを行った．パネリストとして以下の 3 名を迎
え，筆者が司会進行を務めた．
• 谷田 泰郎（シナジーマーケティング）
• 野本 忠司（国文学研究資料館）
• 那須川 哲哉（日本 IBM）
谷田氏・野本氏は第 10 回のシンポジウムで，
それぞれ「価値観を用いたマーケティング」
「文
書の可読性の研究」についての招待講演をされ
た．那須川氏はテキストマイニングの創始者の
一人として過去にも数度にわたりパネルディス
カッションや講演を行ってきた．本稿では，こ
れら 3 名と進めた議論の抜粋を紹介する．

∗
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2.1 テキストマイニングと人工知能の関係

【研究最前線 (NLC)】

うやって必要なデータを収集するか，ノイズ

近年「人工知能 (AI)」への期待が高まってい

だらけのデータをクレンジングするか，といっ

るが，テキストマイニングは AI なのか，AI を

た技術が進歩すれば，知識の発見をできる場

使う技術なのか，または AI とは切り離すべきも

面が広がっていくだろう．

のなのか？

2.3 テキストマイニングとは何か

• 自然言語処理の多くの技術が人工知能と関連

一般には，データマイニングのテキスト版と

するのは言うまでもない．一方で，テキストマ

して，テキストデータを単語の集合に変換し，構

イニングは人間による知識の発見という，機

造化されたデータと組み合わせて，それらの相

械化できない人手の操作が含まれるので，人

関や偏り，時系列を見て情報を抽出する手段で

工知能ではない要素を含んでいる．

あり，個々の文章を読むだけでは得られない知識

• テキストマイニングの要素技術は，人工知能

を，複数の文書を串刺しにすることによって得

を人間らしく振る舞うようにするために必要

られるようにするのが本質と言われている．最

な要素と言えるのではないか．対話システム

近の動向を踏まえて，テキストマイニングを再

を柔らかくするなど，多くのテキストデータ

定義したり，その範囲を広げたりすることはで

から学んだ結果を人工知能に反映させたい．

きるか？

• 自動運転も，囲碁も，画像の分類も，人工知
能でできるものは人間が作ったデータを模倣，
再現するものである．マイニングで発見した

• テキストを観察することにより洞察につなげ
るという，人間の知的な活動を重視すべき．
•「性格判断」の技術が有効活用されるように

知識はデータ化が本質的に難しく学習には適

なってきた．文書の集合についてだけでなく，

さない．テキストマイニングは人間を代替す

人について知ることができるのは面白い．

るものではなく，人間の能力を伸ばす，Aug-

• テキストマイニングは，雑多なテキストから

mented Intelligence の一例といえよう．
2.2 技術面への期待
「これからのテキストマイニングに期待するも
の」，言い換えれば「技術的にここをやらねばな
らない（なくて困っている）」といった点は何か．

知識を発見するというだけではなく，読むべ
きテキスト自体を見つけるというところにも
大きな価値がある．すなわち，テキストその
ものが宝であるという点を強調すべき．
• 英語圏では text mining という語の盛り上が

研究者が焦点を当てる領域を知るために， それ

りが一段落して，近年は text analytics と呼

ぞれの立場から聞いてみたい．

ぶことが増えてきた．実際に「Text Analytics

• 実用で使うためには費用対効果を示す必要が

Summit」が開かれている．

ある．定量的なエビデンスをどう作るか，ど
のように直感的なアウトプット，可視化がで
きるかがポイントとなる．

3. 最後に
以上，会場の雰囲気を文字だけで十分に伝え
るのは極めて難しいが，会場からも含めて意見

• NLP の基礎的な部分にまだ改善の余地がある．

が交わされ，多様な技術が有機的につながって

音声認識を介したキーワードの抽出一つとっ

こそ実用に結びつく分野であることが再確認さ

てもまだ十分ではない．

れた．今後の「テキストマイニング・シンポジ

• 今までは分析すべきテキストデータがあった
ところが出発点でマイニングをしていた．ど

ウム」
（改名して「テキストアナリティクス・シ
ンポジウム」？）にも期待して頂きたい．
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超スマート社会に向けたサービスコンピューティング
サービスコンピューティング (SC) 研究会・副委員長

中村 匡秀
神戸大学

1. 超スマート社会

SOA は元々企業の情報システムを連携・統合

昨今，巷では「超スマート社会」という言葉

しやすくするアーキテクチャ・パラダイムとし

をよく耳にします．英語では “Society 5.0” と呼

て提案されましたが，クラウドコンピューティ

ぶようです．これは，日本政府が 2016 年に閣議

ングでの成功以来，様々なシステムで活用され

決定した第 5 期科学技術基本計画に盛り込まれ

ています．アプリケーションを小さなサービス

た，我が国が目指すべき未来像です [1]．

の集まりで構成する「マイクロサービス」とい

超スマート社会とは「必要なもの・サービス
を，必要な人に，必要な時に，必要なだけ提供

う開発方法論にもつながっています．
2.2 異種分散システムをつなぐ糊（のり）

し，社会のさまざまなニーズにきめ細かに対応

超スマート社会では，様々なシステムがネッ

でき，あらゆる人が質の高いサービスを受けら

トワークを介して連携する，広域な異種分散シ

れ，年齢，性別，地域，言語といったさまざま

ステムが構成されます．このとき，ソフトはソ

な違いを乗り越え，活き活きと快適に暮らすこ

フト，センサはセンサ，ロボットはロボットと

とのできる社会」と定義されています．

いうように，システムを個別のモノとして捉え

超スマート社会では，現実社会とサイバー空

ると，横断的な連携がやりにくくなります．む

間とが高度に融合して，上記のもの・サービスを

しろ，それらが利用者にどんなコト（＝サービ

実現できるようになるといいます．IoT やビッグ

ス）をしてくれるのかに着目し，モノの見た目

データ，クラウド，人工知能，ロボット等，様々

や実装の詳細にはこだわらない方が合理的です．

なシステムが横断的に連携・協調して，価値を

全てのモノはそれを利用するためのオープン

生み出すとされています．

なインタフェースを持ち，標準的なプロトコルで

このような超スマート社会が本当に実現でき

呼び出せるサービスとして抽象化する．こうす

るのか，技術面においてもチャレンジは計り知

ることで，あらゆるモノを全てサービスとみな

れません．サービスコンピューティングがどう

してつなぐことができます (Everything as a Ser-

いう側面から貢献できるのか，分野の研究者と

vice, XaaS)．サービスコンピューティングは，超

して考えてみたいと思います．

スマート社会におけるモノをシームレスにつな

2. サービスコンピューティングの役割

ぐ糊として大きな役割を果たします．

2.1 サービス指向アーキテクチャ（SOA）

3. サービスコンピューティングのチャレンジ

SOA は，あらゆるシステムの機能をサービス

2017 年 1 月に行われたあるワークショップで，

ととらえて公開し，それらを組合わせて更なる

超スマート社会，IoT 時代において，サービス

サービスを創るという，サービスコンピューティ

コンピューティングが考えていくべき課題につ

ングの根底にある考え方です．

いて，話し合われました．そこで出た話題の中
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【研究最前線 (SC)】

から 3 つのチャレンジを紹介します．

るサービスを使ってもらって利用料をもらうと

3.1 サービスのエンジニアリング

いう利用価値に基づきます．どんなに高機能で

多種多様なシステムを連携し，迅速な価値創

素晴らしいシステムでも，利用されなければ価

出が求められる超スマート社会において，厳格

値はゼロです．どんな利用者にどんな価値を届

な標準化や，中央集権的な全体設計・管理をす

けるか，今まで以上に考える必要があります．

ることは，もはや現実的ではありません．
システムもデータも，それぞれが自律的に発

また，経験価値や文脈価値という言葉にもあ
るように，価値は利用者のバックグラウンドや

展・増殖しつつ，相互にサービスや資源を融通し

その時々の環境によっても変化します．さらに，

合い，必要な時にゆるやかにつながって価値を

初めは素晴らしいサービスでも，利用と経年に

生み，それが社会の資産となるような，サービ

よっていずれは「当たり前」になります．サー

スの開発・運用方法を考えなければなりません．

ビスにおける価値の議論は，経済学や社会学に

例えば，Wikipedia では誰が指示するわけで

詳しい（例えばサービス・ドミナントロジック

もなく，莫大な情報が一定の品質をもって生産

[2]）ですが，我々電子情報通信の分野でも大い

され，社会的資産として成り立っています．サー

に議論していくべきだと考えています．

ビスのエンジニアリングにおいても，このよう

4. サービスコンピューティング研究会 (SC)

な自発的進化が実現できないでしょうか．
3.2 オンデマンド・デリバリー
超スマート社会では，システムが誰にどのよ
うに使われるか事前に予想することが困難です．

サービスコンピューティング研究会では，下記
のような研究分野を対象に活動しています．超
スマート社会に向けて一緒に議論しませんか？
皆様の御参加をお待ちしております．

必要なときにすぐにつなげるように，いつでも

サービス：スマートサービス，
CPS，
Web-API，

サービスとして利用できる状態にしておくこと

API エコノミー，SOA，サービス連携，SLA，

が重要です．一方で，こうしたサービスがあち

BPM，マイクロサービス，クラウドソーシング，

らこちらに出てくると，どのサービスを，いつ，

モバイルサービス，ビジネスモデル・経済モデル

誰が，どのようにつなげれば，より高い価値が
生まれるか，ということが自明でなくなります．

クラウド：SaaS，PaaS，IaaS，サービス配備・
運用・管理，コンテナ，ハイブリッドクラウド，

クラウドの登場により，情報システムのアー

クラウドネイティブ，クラウドファースト開発

キテクチャは，分散から集中へ回帰するように

ビッグデータ：大規模データ解析基盤，大規

見えました．しかしながら，昨今の IoT の拡が

模データ分析サービス，Linked Data，サービス

りに伴って，エッジやフォグといった概念が生

オントロジーと Semantic Web，オープンデータ

まれ，今度は集中から再び分散へ揺り戻しが起

IoT：IoT アーキテクチャ，IoT プラットフォー

こり始めています．そのような中，サービスの

ム，スマートデバイス，スマート家電，エッジコ

オンデマンド・デリバリーをどう実現するか，非

ンピューティング，フォグコンピューティング

常にチャレンジングな課題です．

参考文献

3.3 サービスの価値と価値の変質

[1] “平成 28 年版科学技術白書，
” 2016 年 5 月．

従来の情報システムの価値は，システムを売っ
てお金をもらうという交換価値に基づくもので

[2] S. Vargo and R. Lusch, “Evolving to a new dominant logic for marketing,” Journal of Marketing,
vol. 68, no. 1, pp. 1–17, Jan. 2004.

した．超スマート社会では，システムが提供す
11

情報・システムソサイエティ誌 第 22 巻第 1 号（通巻 86 号）

【研究最前線 (SP)】

音声研究会の学生ポスター賞
森 大毅
宇都宮大学

1. 音声研究会の現状と活性化の取り組み
音声研究会 (SP) は，音声や話し言葉に関連す

ページ以上と簡略化されている．これにはタイ
トルページも含むので，2 ページであれば実質

る科学的・技術的な研究課題全般をトピックと

は 1 ページ程度のアブストラクトとなっている．

する研究会である．源流である日本音響学会音

これは，技報フォーマットで 6 ページの原稿を

声研究会（現在は SP と共催）を含めると 60 年

書くのがなかなか大変で発表のハードルを上げ

以上の歴史を持つ研究会である．

ている面を考慮したものである．

時代の趨勢で研究会離れが進んでいる．歴史

学生ポスターセッションには，開催のたびに

ある音声研究会も例外ではなく，かつて年間 200

6，7 件のコンスタントな発表申し込みがあり，

件以上の発表があった隆盛ぶりを思い出すと，一

毎回活発な議論で盛り上がっている．

抹の寂しさを覚える回もないわけではない．

3. 学生ポスター賞

とりわけ，学生や若手研究者の発表が減って

学生ポスターセッションの開催に合わせ，音

いるのは問題である．かつて，音声研はコワイ

声研究会では新たに学生ポスター賞を設け，優

ところであると同時に（今は違います），著名な

れた研究発表・独創的な研究発表を行った学生

大先生方から直にコメントを頂ける貴重な機会

を表彰している．

でもあった．そのおかげで，レベルの高い議論

表彰の対象者は，学生ポスターセッションに

ができた反面，発表のハードルが高くなってし

第 1 著者として発表を申し込んだ，当該年度末

まっていたという面は否めない．

において 26 歳以下かつ修士 2 年以下の学生で，

2. 学生ポスターセッション

本人によるポスター発表を対象に，幹事団及び

近年，音声研究会では様々な活性化のための
方策を検討し実施している．2013 年 3 月の研究
会から始まった学生ポスターセッションの企画
はその一例である．
学生ポスターセッションは，学生が比較的気

専門委員によって構成される賞選定委員会が審
査を行い，受賞者を決定する．
表彰式は，研究会開催期間中に行われている．
受賞者には，賞状のほか，副賞として図書カー
ドが贈呈される．

軽に発表できる場を提供し，今後の研究活動の

最近の例として，2016 年 12 月開催の音声研究

発展に役立ててもらうことを目的に，年に数回

会における学生ポスター賞について紹介する．12

企画されている．

月の音声研究会は，例年「音声言語シンポジウ

研究会での発表募集に「学生」を冠するセッ

ム」として情報処理学会音声言語情報処理 (SLP)

ションがあることによって，気後れすることな

研究会と共同で開催している．2016 年開催の第

く安心して発表を申し込んでもらうことができ

18 回音声言語シンポジウムでは，ポスターセッ

る．また，学生ポスターセッションの予稿は 2

ションは SP と SLP 共同で実施され，延べ 11 件

12
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【研究最前線 (SP)】

のポスター発表があった．音声研究会学生ポス

にも，研究の完成度にとらわれることなく有意

ター賞の選奨対象者は 7 名であり，この回では

義な議論ができる場として，音声研究会の学生

次の 1 件の発表が学生ポスター賞を受賞した．

ポスターセッションをお勧め頂き，是非とも学

佐藤遼太郎・亀岡弘和・柏野邦夫

生ポスター賞を狙って頑張るよう励まして頂け

“基本周波数パターンと音韻特徴量系列

るようお願いしたい．

の同時生成モデルによる韻律指令列推
定”
授賞式は，2016 年 12 月 21 日（音声言語シンポ
ジウム 2 日目）のクロージングにおいて執り行

過去の学生ポスター賞の受賞者は音声研究会
ホームページで紹介されている．
http://www.ieice.org/˜sp/jpn/

われた（写真）．
音声研究会の学生ポスター賞について，受賞
者の佐藤遼太郎さんからは以下のようなコメン
トが寄せられた．
「対外的な発表の機会でこのような賞を
頂き光栄です．今回の受賞を励みと自
信にしていきたいと思います．
」
4. おわりに
研究会活性化のための取り組みの一つとして，
音声研究会の学生ポスター賞について紹介した．
学生の皆さんには，研究発表の場所の一つの選
択肢として学生ポスターセッションを考慮して
頂ければ幸いである．また，指導教員の先生方

13
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【国際会議報告】

IWAIT2017 会議報告
坂東 幸浩
日本電信電話

IWAIT (International Workshop on Advanced

者はマレーシアの地元料理に舌鼓を打ち，披露

Image Technology) は，アジア諸国を巡回しなが

される民族舞踊を大いに堪能した．更に，20 回

ら毎年初に開催されている画像工学の国際会議

目の開催を記念して，壇上でのボードメンバー

である．アットホームそしてフレンドリーな雰

によるケーキカットが行われ，会場全体で節目

囲気の下，最先端の研究成果を議論できる場と

の開催をお祝いした．

して人気の高い会議である．

閉会式では，計 16 件の Best paper award が

第 20 回目となる今回は，2017 年 1 月 8〜10 日

発表・表彰され，幕を閉じた．会の全体を通し

に，マレーシア・ペナン島の Equatorial hotel を

て，参加者に対するマレーシア幹事団の細やか

会場として開催された（研究発表は 9〜10 日）．

な気配りが感じられた．

参加者 230 名，発表件数は 160 件であり，国

次回は，2018 年 1 月 8〜10 日に，タイ・チェ

別内訳は日本 107 件，韓国 23 件，台湾 10 件，そ

ンマイで開催予定である．アブストラクトの投

の他 20 件である．

稿期限は 2017 年 8 月 11 日である．会員の皆様

基調講演では，Universidade de Lisboa の Fer-

の積極的な参加を期待する．

nando Pereira 教授より「Visual Representation
Exploiting New Modalities for More Realistic
Experiences」と題して，Lightfield による映像
表現の技術動向が紹介された．University of
Malaya の Kwan Hoong Ng 教授より「From
Quantitive Radiology to Radiomics」と題して医
療画像処理の最新動向が述べられた．最後に，神
奈川工科大学の白井暁彦准教授より「Research

図 1. オーラル会場の様子

of VR Entertainment System, Its History, Interests, and Future」と題して，様々な VR システ
ムが紹介された．
一般講演は，オーラル 12 セッション（4 並列）
・
ポスター 2 セッションがテーマ別に構成された．
今回は，オーラルセッションにおいて Best paper
の選考を行う Best paper session が設けられた．
8 日の会議終了後，バンケットが開かれ，参加

14
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【ソサイエティ活動】

2017 年総合大会報告
山﨑 俊彦
東京大学

3 月 22 日（水）〜25 日（土）に名城大学天白
キャンパス（名古屋市）にて電子情報通信学会総
合大会が開催された．昨年の大会から新規に設
置されたプログラム委員会との連携のもと，ISS
では以下の企画を実施した．
• ソサイエティ特別企画
学生ポスターセッション
持続可能なスマートモビリティ向け情報
基盤プラットフォーム
• パネルセッション
ビッグデータ基盤技術の潮流
• 依頼シンポジウム
もっと知りたい！ Deep Learning 基礎か
ら活用まで
新たなユーザ価値を提供する次世代映像
サービスの実現に向けた課題〜映像符号
化と品質評価の観点から〜
日欧連携プロジェクトにおけるスマート
シティ実現に向けた取り組み
• シンポジウムセッション
COMP-ELC 学生シンポジウム
神経回路ハードウェア研究の最前線
特別企画の学生ポスターセッションでは 226
件の発表があり，2 日間の開催期間中に延べ約
400 名が参加した（図 1）．23 日は 82 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．昨年に引き続き ISS 以外のソサイエ
ティ，グループの正員にも審査を依頼し発表分
野の広がりに対応した．審査の結果 8 件（表 1）
が選出され，ISS 坂井修一会長より賞状と副賞
が授与された（図 2）．
受賞の皆様にお祝い申し上げます．今回のポ
スターセッション開催に際し，発表された学生
の皆様，指導された先生方，参加者・審査員の
皆様，名城大学の先生方，並びに事務局の皆様
に感謝いたします．

図 1. 学生ポスターセッションの様子

図 2. 優秀ポスター賞受賞者

表 1. 優秀ポスター賞発表題目と受賞者名
振動モータとマイクロフォンを用いるモバイルデバイス間の近距離音響通信に関する研究

西原沙紀（筑波大学）

音響通信と計測を併用する歩行者向け自動車接近検知技術に関する研究

梅澤友輔（筑波大学）

Spatial ACO-OFDM の多重化と誤り率特性の基礎検討

高塚常司（静岡大学）

生体磁気刺激による覚醒手法を備えたドライビングシミュレータシステムによる覚醒効果の検証 竹川周吾（名城大学）
OFDM によるレールを伝送媒体とした鉄道信号システムの高機能化関する研究

岩本菜摘（日本大学）

ペンを持つ手の 3 次元形状を用いた筆記者識別の検討

田中 緑（富山県立大学）

多関節アームロボットへの電界結合非接触給電

川辺健太朗（龍谷大学）

組み込みプロセッサにおける射影変換の高速化関する基礎検討

田所勇生（川崎医療福祉大学）
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【フェローからのメッセージ】

長い研究人生でやってくる 3 回のチャンスを逃すな
フェロー 工藤 博幸
筑波大学

筆者の研究分野は，医療用 CT（コンピュータ

させてもらい CT 画像再構成研究者として世界

トモグラフィー）の画像再構成である．本稿で

で名前を知ってもらうところまで行けて，自分

は，若手研究者向けに，
『長い研究人生でやって

でも驚きであった．十数年間 3 次元 CT の研究を

くる 3 回のチャンスを逃さずにものにせよ』と

行い，1)（現在の 3 次元 CT の主流である）世界

いうアドバイスを，筆者の CT 研究事例を交え

初のマルチ検出器 CT の提案 [1]，2) コーンビー

て述べてみたい．

ム投影データからの数学的に厳密な画像再構成

多くの研究者は，修士の学生時代から約 30〜

法確立，3) マルチ検出器 CT の多様な画像再構

40 年間研究に没頭し必死に取り組むが，アイデ

成法確立，などの成果を得て充実した時期だっ

アを考える努力を継続すれば研究人生で 3 回は

た．そして，1998 年に筆者が考案したマルチ検

大チャンスに巡り会えると思われ，それを活か

出器 CT を東芝社と GE 社が実用化して 3 次元

せるかどうかで研究者としての成否が変わって

CT は全てその方式になり，充実感いっぱいだっ

くる．何回チャンスがやってくるかは，才能・運・

た [1]．今になって考えてみると，これが 1 回目

努力など多様な要素で決まり神のみが知るのだ

のチャンスであり，それを逃さないで活かせた

ろうが，凡人でも 3 回は必ずチャンスがやって

と自己評価している．

くると思われる．若手研究者の方は実感がない

2. 圧縮センシング画像再構成の研究

かもしれないが，筆者のように 50 歳を超えたあ

今度はチャンスを活かせなかった失敗の話で

たりの年齢でそのことが分かってくる．

ある．X 線 CT では，被曝量低減や装置及び撮

1. X 線 CT 装置 3 次元化の研究

影の簡略化などのため方向数を削減した少数方

最初はチャンスを活かせた話である．筆者が

向投影データや線量を落とした SN 比が低い投

CT 研究を始めたのは修士学生の 1985 年頃であ

影データから高画質の画像を再構成したい要求

るが，当時の CT は 2 次元断面を撮影する 2 次元

があり，この問題は 2000 年代の CT 研究の最重

CT であり，断面の場所を変えて数枚の断層像を

要テーマであった．筆者もこのテーマに取り組

撮影して診断に使用されていた．将来の CT 装

み，2002 年に現在において『圧縮センシング』

置は 3 次元画像を生成する 3 次元 CT になるに

や『スパース正則化』と呼ばれている手法と全

違いないと直感して，博士の学生時代に『コー

く同じ原理で，少数方向投影データから血管の

ンビーム CT』と呼ばれる現在主流になっている

みが明るく写った疎な画像を高精度で再構成す

CT の画像再構成に関する研究を始めた．世界中

る論文を出版した [2]．Donoho や Candes が圧縮

でコーンビーム CT の研究を行っている研究者

センシングの論文を出版する前で，当時圧縮セ

が僅かしかいない頃であった．筆者の直感は正

ンシングやスパース正則化という言葉がなかっ

しかったらしく，CT の 3 次元化は 1990 年代に

た頃である．しかし，筆者はその研究が実は大

おける CT 研究の最重要テーマとなり，1990 年

発見であることに気付かず，2 件の論文を医用

にはその問題を扱う専門の国際会議『Fully 3D

画像の雑誌に出版したところで一端中断してし

Meeting』が創設され，筆者も様々な成果を挙げ

まった．そして，止めた後に Donoho と Candes
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【フェローからのメッセージ】

の論文が出版され，それを見て本当にびっくり

CT コミュニティでは，この二つの論文は独立に

した．気を持ち直して，圧縮センシング画像再

行われた研究と評価され本当に危ないぎりぎり

構成の研究を再開したが，残念ながら二番煎じ

セーフであった．これが 3 回目のチャンスであ

としか評価してもらえなかった．今になって考

り，勝ちでもない負けでもなく引き分けであっ

えてみると，これが 2 回目のチャンスであり，そ

たと自己評価している．

れを逃してしまったと自己評価している．
3. インテリア CT 厳密解法の研究
今度は，成功でも失敗でもない引き分けの話

さて，若手研究者へのアドバイスの話に戻ろ
う．上述の実話からも想像できるように，チャ
ンスがやってきたときにそれを活かすには以下

である．CT で画像を撮影する際に，例えば心

に述べるような難しさがある．

臓や乳房など小さな検査の関心領域 (Region of

(1) チャンスがやってきたときにそれがチャン

Interest, ROI) の画像だけで十分な場合が多い．

スであることに気付かず，後になって他研

このような場合でも，現在の CT 装置では図 1

究者の論文が高く評価されて分かることが

（左）に示すように（ROI だけでなく）被写体全

多い．

てをカバーする X 線を照射して画像を生成して

(2) 日本の研究者は雑務が大変多いこと，国際

いる．これに対して，図 1（右）に示すように X

コミュニティで上手く立ち回るのが下手な

線を ROI だけに照射して画像生成を行う CT は

こと，英語の能力などの問題があり，チャ

『インテリア CT』と呼ばれる．インテリア CT

ンスだと分かっていても研究を完成させ論

において ROI の画像を数学的に厳密に再構成す

文を出版するまでに時間が掛かる．

る問題は CT 画像再構成分野の 35 年間の未解決

(1) の問題に対する解決策は，良いか悪いか分

問題であり，投影データの情報だけでは逆問題

からないものでも将来『石』が『ダイヤモンド』

の解が一意に定まらないことが証明されていた．

に変わる可能性があるので，必ず論文にして証

筆者は，2006 年頃に，投影データに加え ROI 内

拠を残すこと，であろう．(2) の問題は欧米と日

の任意小領域における画像の値が先験情報とし

本のカルチュアや制度の違いが根底にあるので

て既知であれば，数学的に厳密な画像再構成が

解決に時間が掛かるのだろうが，中国などアカ

可能であることを発見した．今になって考えて

デミアへの寄与が急速に増大している国もあり，

みると，その研究を短時間で完成させいち早く

何か上手い解決策を日本全体で模索して行かね

論文にする必要があったが，当時雑務が多かっ

ばならない．

たり同じ論文は出ないと甘く見ていたり幾つか

参考文献

の理由が重なり，2007 年に他グループに同じ論

[1] 工藤博幸，斎藤恒雄，“円すいビーム投影を用い

文を先に出版されてしまった．そして，筆者ら

た 3 次元ヘリカルスキャン CT,” 信学論 (D-II),

の論文は少し遅れて 2008 年に出版になった [3]．

vol.J74-D-II, no.8, pp.1108–1114, Aug. 1990.
[2] M. Li, H. Yang, and H. Kudo, “An accurate iterative reconstruction algorithm for sparse objects: application to 3-D blood-vessel reconstruction from a limited number of projections,” Phys.
Med. Biol., vol.47, no.15, pp.2599–2609, Aug.
2002.
[3] H. Kudo, M. Courdurier, F. Noo, and M. Defrise,
“Tiny a priori knowledge solves the interior problem in computed tomography,” Phys. Med. Biol.,

図 1. 通常の CT（左）とインテリア CT（右）

vol.53, no.9, pp.2207–2231, May 2008.
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リサーチエコシステムとマイクロソフトの役割
公野 昇
マイクロソフトリサーチ

このたび，編集幹事の先生より機会を頂き本

前で，主に大学との連携を行ってきたが（今で

誌に寄稿することとなった．筆者自身は研究者

も活動の大半は大学との連携である），マイク

ではなく専門的な話はできないので最初はお断

ロソフトにとってビジネスに対する研究開発の

りしようと思ったのだが，日頃お世話になって

インパクトが大きくなってきたことに伴い，数

いる先生からの依頼は基本的に断れない．また

年前から連携の対象が大学以外に政府，産業界，

先生より，本コーナーの趣旨としては「情報分

NGO，NPO など広がってきている．筆者自身

野の学生が必ずしも研究者に限定せず将来を考

は北京の マイクロソフトリサーチアジア（通称

えるのに参考になる情報の紹介」もあると伺い，

MSRA）に所属し，日本マイクロソフトの品川

学生の方々に世の中にはこのような仕事がある

オフィスに勤務しながら，MSR と日本との連携

ということを知って頂くのも意味があるだろう

活動を行っている．

と思い，お引き受けすることにした．
筆者は現在 マイクロソフトリサーチ（Micro-

具体的な活動は主に三つのカテゴリに分けら
れる．共同研究，人材育成，学術交流である．

soft Research，以下 MSR）のアウトリーチマ

共同研究においては CORE (Collaborative Re-

ネジャー (Outreach Manager) を担当している

search) という，日本の公的研究機関と MSR と

（筆者の職歴は LinkedIn を参考にして頂きた

の共同研究を支援する公募型のファンディング

い）．アウトリーチマネジャーとは一般にあま

プログラムを過去 12 年運営してきており，毎年

りなじみのない職種だろう．社内では Research

10〜12 件の共同研究を選定し，研究費を支援し

Program Manger というカテゴリに属している．

ている．CORE の目的は短期的な経済的支援で

Program Manager は外資系ではポピュラーな職

はなく，共同研究プロジェクトを通じて，研究

種であり，LinkedIn で Program Manger を検索

代表者やプロジェクトに関わる大学院生と MSR

すると，Business Program Manager とか Tech-

との継続的なコミュニケーションとネットワー

nical Program Manager などいろいろな種類の

クの支援にある．

Program Manager が出てくる．筆者の理解で

人材育成のプログラムとしては，博士課程学

は Program Manager はある目的を持ったビジ

生を基本的に対象とした MSR（主に MSRA）で

ネスのプログラム（幾つかのプロジェクトを含

の研究インターンシップを実施している．過去

んでいる）を社内の各部門と連携・調整をしな

平均すると日本から年間 10 名程度の方がこのプ

がら運営をする責任者である．Research Pro-

ログラムを利用している．参加した方々にはこ

gram Manager は Research を中心としたプログ

ちらの ブログ∗ に感想を書いて頂いているので，

ラムのオーナーかつ運営担当者である．マイク

興味のある方は参考にして頂きたい．MSR の中

ロソフトにおける Research Program Manager

で最も重要なプログラムであり，人材育成に大

は，MSR と社内の各部署（エンジニアリング，

きく寄与しているので，より多くの学生の方に

セールス，マーケティング，法務，人事，広報

利用してほしいと思っている．

他），外部のステークホルダーとの連携全般を

学 術 交 流 に つ い て は ，MSR が 主 催 す る

担当する．元々は University Relations という名
∗
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【コミュニティ通信】

Redmond Faculty Summit や Asia Faculty Summit

ネジャーの醍醐味である．また優れた研究成果

などのアカデミックなイベントに，テーマに沿っ

を MSR の ブログ に寄稿して発信していくこと

た研究者の方を日本から招待して，他の国々の研

は，研究内容の理解や英語の表現など難易度が

究者との議論に参加して頂いている．また CORE

高いが面白い．

の研究代表者のプロジェクト成果報告会や MSR

そして MSR でインターンを行った博士課程

の元インターンのネットワーキングイベントを

の学生が，インターンでの経験やネットワーク

定期的に実施している．これらのイベントを通

を活かし，卒業後それぞれの研究分野で国際的

じて，日本のアカデミアとのリレーションを醸

にも Visibility 高く活躍したり，コミュニティに

成し，MSR との交流を促進している．

おける中心的な役割を果たしたりしているのを

筆者は 2008 年にマイクロソフトに転職し，9
年間この業務を続けてきたが，この仕事の魅力

見ることは，筆者にとって最も嬉しいことの一
つである．

として三点ほど挙げたい．まずはコンピュータ

もちろんプログラムの運営がこれまで全てう

サイエンス (CS) の幅広い研究の最前線に日々触

まくいっているわけではない．MSR のプログラ

れられること．次に仕事の自由度が高く，社会

ムの認知度をより上げていくことは引き続き大

への貢献が感じられること．最後にプログラム

きな課題である．日本のアカデミアの方にプロ

の運営を通じて研究者の急激な成長を比較的近

グラムをもっと積極的に活用して頂きたいと思

い立場で見られることである．

う．CORE もインターンも毎年安定して実施し

一点目について，MSR は CS の多くの分野で

ており，研究者や学生に紹介すると「来年応募

研究を行っているので，必然的に連携先となる大

します」とよく言われるが，一企業が行ってい

学の研究者の研究分野も様々である．CORE な

ることなので来年も同様な形で行う保証が常に

どを通じて支援したプロジェクトだけでも Sys-

あるわけではない．またマイクロソフト以外に

tem, Database, Computer Vision, Speech, Nat-

も Facebook や Google など研究所を持っている

ural Language Processing, Knowledge Mining,

海外 IT 大手は同様の担当を置いているケースが

Human Computer Interaction 他，多岐にわたる．

多いが，寡聞にして国内企業で専門職を置いて

多様な分野において，最先端の研究を行ってい

いるケースをあまり知らない．研究のコーディ

る大学や MSR の研究者から，研究自体の話は

ネーションやサポート，サイエンスコミュニケー

もちろん，研究へのモチベーションや取り組み

ションなど，プロフェッショナルとしての研究支

方など背景の話を詳しく聞けることは，とても

援の活動は，基礎研究が社会により Inclusive に

刺激的である．

受容されていくために非常に重要な役割を担っ

二点目について，例えば運営するプログラムの

ている．筆者自身博士号は持っていないが，レド

デザインやオペレーションについて，どのような

モンドや北京の同僚は博士号を持っている人も

研究分野においてどのようなコラボレーション

多い．博士号取得者が活躍する場として，この

の枠組みで共同研究を募集するか，どの大学と連

ような職種にも目を向けてもらいたいし，他の

携してイベントを行うかなど，目的と期待する成

企業でもポジションが増えるとよいと思う．資

果さえ上司と共有できていれば，あとは自身の裁

金配分機関におけるプログラムオフィサーや大

量で仕事を進めることができる．社内の他部署と

学のリサーチ・アドミニストレーターなどはあ

協力しつつ研究部門とビジネス部門の連携を図

る意味そのような職種だと思うが，アカデミア

り，Minecraft Hour of Code や 大学 CIO Forum

との人材の流動性も確保しつつ，任期付きのそ

などの社会性の高いイベントに貢献するなど，

の場しのぎではない長期的な視点で，プロフェッ

社会へのインパクトを常に考えながらプログラ

ショナルの人材育成を資金配分機関や大学には

ムの運営を行っていくことは，アウトリーチマ

期待している．
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
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【ISS 組織図など】

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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【編集委員会名薄】

編集後記
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▼記事を御執筆頂いた著者の皆様に心より御礼申し上げます．また，本誌の編集に当たりまして，

編集委員会の関係者の皆様から多大なる御支援を頂きました．ありがとうございました．
（主担当 市野）
▼こういった編集作業は初めてで不慣れな点が多々ありました．編集委員の皆様より色々と教示頂き感謝し
ております．多彩な研究を満喫して頂ければ幸いです．
（副担当 青木）
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