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【巻頭言】

大学における情報の教育と研究の挑戦
フェロー 横田 治夫
東京工業大学

情報分野はこれまでも大きく発展してきたが，
近年，AI，ビッグデータ，IoT，量子コンピュー
ティング等々の言葉が一般のニュースでも取り上
げられるようになり，更に大きな変革期を迎えて
いるように見える．そのような転換点において，
大学における「情報」の教育と研究はどう変わっ
ていくべきなのだろうか．私が属する東京工業
大学（以下，東工大と略する）における，情報分
野の教育と研究に関する現在進行中の取り組み
の一部を紹介させて頂きながら所感を述べたい．
多少なりとも皆様の参考になれば幸甚である．
東工大は，教育・研究改革を行い，2016 年 4
月から日本の大学で初めて，学部と大学院を統
一し，
「学院」を創設した．学院では，学士課程
と修士・博士課程の教育カリキュラムが継ぎ目
なく学修しやすいように設計されている．学生
は学士課程 2 年次に学院の中の「系」に所属し，
修士課程に入ると「コース」を選択する．東工
大では，学士卒業生の 90%以上が修士課程に進
学する．そのような状況下で，進歩の激しい情
報分野における教育の連続性は重要である．
学院としては，理学院，工学院，物質理工学
院，情報理工学院，生命理工学院，環境・社会
理工学院があり，その他にリベラルアーツ研究
教育院，科学技術創生研究院がある．その中で，
情報分野の教育・研究を行う情報理工学院には，
数理・計算科学系と情報工学系の二つの系があ
り，数理・計算科学コース，情報工学コース，知
能情報コースの三つのコースが用意されている．
数理・計算科学系は，数理科学と計算機科学を
学修し，情報化社会における複雑な課題の本質
を論理的・数理的に追究する．情報工学系は，豊
かな未来社会を築くことを目指し，コンピュー
タに関する幅広い専門知識を身に付ける．
これまで東工大の入試では，1 類から 7 類ま

での類別に募集を行ってきたが，2019 年 4 月入
学の入試からは学院別に変わる．これは，情報
分野の受験生にとって大きな変化だ．改革前ま
では，数理・計算科学系の前身の情報科学科に
進む学生は主に 1 類を，情報工学系の前身の情
報工学科に進む学生は主に 5 類を希望するよう
になっていた．これからは，入学時から情報理
工学院を選択することで，未来を展望し，二つ
の系からやりたい分野を探すことができる．
変革期にあって，産官学あるいは地域との連
携を積極的に進めることが，教育と研究の両面
で肝要であろう．そのため，学院内のセンター
として，学院を越えた 20 名の教員からなるサイ
バーセキュリティセンターを設置し，企業，産総
研，内閣サーバーセキュリティセンターの協力を
受け，サイバーセキュリティ特別専門学修プログ
ラムを実施するとともに，海外を含めた企業と
のセキュリティに関する共同研究を進めている．
また，産総研と実社会ビッグデータ活用オープ
ンイノベーションラボラトリ (OIL) を立ち上げ，
クラスタ型スーパーコンピュータ TSUBAME 等
を利用し，実社会におけるビックデータの活用
基盤の構築に向けた研究を行っている．さらに，
文部科学省の「地域イノベーション・エコシス
テム形成プログラム」の支援で，川崎市と提携
して中分子 IT 創薬の研究拠点を設立した．この
ほか，文部科学省の「成長分野を支える情報技
術人材の育成拠点の形成 (enPiT)」事業の一環
として，PBL (Project Based Learning) を積極
的に取り入れた IT 特別教育プログラムを実施
している．
今後，学会とも密に連携を取りながら，情報
の未来を目指した新たな取組みに意欲的に挑戦
することが，大学における情報の教育と研究に
求められよう．
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ソサイエティ人図鑑

No.21

清水 久恵さん
所属：北海道科学大学

保健医療学部

臨床工学科

教授

分野：ELF 電界/生理作用/安全基準/生体電磁工学/
感知閾値/血流変化/血液性状/人体影響

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．

の方が低い．

3 感知閾値は，環境の相対湿度に依存して顕著

電磁界，中でも電界の生体作用について研究

に変化する．温度に対する依存性は，湿度に

をしています．電界，というと一般の人には馴

比べ小さい．その原因は，湿度の上昇に伴い

染みが薄いかもしれません．感じる機会がある

体毛の誘電率が上昇し，体毛に働く電気力が

人といえば，送電線の下で工事をされる作業員

増大するためと考えられる．

の方々でしょうか．作業にあたって，体に浴びる


4 感知閾値は体毛の長さにも依存し，一般に男

電界について「ここまでなら大丈夫」という基

性の方が女性に比べ低い．体毛の差が減少す

準はこれまでもありました．が，季節による環

ると，女性の方が閾値が低くなる傾向が見ら

境変化の影響などは明らかになっておらず，安

れる．

全基準値には織り込まれていません．
これまでは，電界曝露時の「体毛の動き」に


5 感知閾値は，電界曝露の経験や感じ方の予備
知識，また電界有無の先験的情報などによっ

着目して研究を行ってきました．人の体表に電

ても影響される．

界が当たると体毛にどのような影響があるのか

現在力を入れて取り組んでいるのは電界曝露

また環境によってその影響の大きさに違いはあ

による「血液性状の変化」です．医療機器メー

るのか．これまでの研究を通して，次のことが

カーと共同研究をしています．厚生労働省から

分かってきました．

認可が下りた機器を使って，実験をしますが，人


1 強電界中でヒトは電界を感知する．電界感知

体に電界を曝露すると末梢の血流が変化するこ

の主要な機序は，電界曝露により体毛に電気

とが分かってきました．その理由の一つとして，

力が働き，体毛の機械的動きが毛根部の感覚

赤血球など血液成分の性状を調べています．今

受容器を刺激するためと考えられる．

は，大学の倫理委員会の許可を得て，インフォー


2 体毛は，直流電界内では曝露時に一過性に動

ムドコンセントを取ってから，ゼミ生同士でデー

き，交流電界内では振動する．したがって，感

タを取っています．できることなら，一般の方に

知閾値（感じる最小の電界強度）は通常後者

も被験者になって頂きたいですね．年齢層や男

4
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【研究会インタビュー (MBE)】

女の差など，データの比較検討ができますから．

でした．困り果てたその昔，松本先生に笹川財

現在，新たに得られた知見を足場にして，より

団の研究費助成制度の存在を教えて頂きました．

深い電界感知の仕組みの解明に注力しています． 「出さないことには当たるかどうかも分からない
— 研究のきっかけを教えて下さい．
生体医工学パイオニアの一人である，北海道

よ」というお言葉に背中を押されて申請し，採
択されたことなどが思い出されます．また，松
本先生の関係で御紹介頂いた白寿生科学研究所

ご ろう

大学の松本伍良先生の下で研究員をしていたと

とも共同研究ができるようになり，実験用に電

きのことです．実験動物に電界曝露した場合，季

界治療器をお借りしたりしています．

節によって感覚反応が違うということを知りま

喜びを感じるのは，学生の姿を通してですね．

した．そこから，電界感知の仕組みについて興

指導学生が国家資格を取得して現場で活躍する

味を持つようになりました．

姿や，大学院に進学して研究に加わってくれる

具体的にどうやって実験するかというと，2 枚

姿でしょうか．

の平行平板電極（110×110 mm，間隔 20 mm）間

本学は，もともと工学部だけの単科大学でし

に直流または交流電圧を印加して，電界を発生

た．2001 年に再編があり，工学部に加え医療系

させます．これを前腕外側部などに取り付ける

学部が新設されました．私の所属する臨床工学

ことにより，下部電極板中央部の穴（φ30 mm）

科はその一部です．臨床工学科では，国家資格

を通して電界が体表に曝露されます．被験者に

である「臨床工学技士」の受験資格が得られま

は，電界を感知したときに，指先のベルで感知

す．無事合格して臨床工学技士になると，医師

を報告してもらい感知閾値を計測します．

の指示の下，生命維持装置や血液浄化装置（人

実験では，同時に電極間の体毛の動きを高速

工透析機器）を操作したり，手術場で人工心肺

カメラで撮影しています．面白いのは，直流電

装置を動かしたり，患者へのカテーテル挿入の

界と交流電界の場合で体毛の動きが違うことで

サポートをしたりすることができます．

す．直流では，一度電圧を掛けたら体毛がスッ

本学科は，いわゆる臨床工学技士養成校では

と立って，それで終わり．交流では，体毛が振

ありませんが，希望する学生のおよそ 90%が臨

動し続けます．その結果，電界の感じ方ははっ

床工学技士の資格を取得します．学んだことを

きりと違ってきます．また，電界の感じ方が湿

現場で活かして活躍している噂を耳にするのは

度の違いでも変化することをヒトでも確かめま

とても嬉しいものです．と言っても，私の研究

した．乾燥した状態と，湿度の高い状態とを比

は国家試験に直接出題されるものではありませ

較すると，後者の方が弱い電界でも感じやすく

んけどね．ただ，大学関係者として実習受け入

なります．これは，気候の異なる地域で電界の

れ先や就職先である病院へ挨拶回りをし，学生

感じ方が違うことを意味しています．

のアフターケアをするのも，私の仕事です．

— 研究で苦労される点，喜びを感じる点などを
教えて下さい．
研究費の確保にはいつも苦労しています．電

この学科で面白いのは，学び直しとして，地
域の病院で技士長クラスの仕事をされておられ
る方が大学院に入学されることです．社会人入
学が盛んですね．実戦を経験しての学びなので，

界の感じ方や，電界曝露の研究はメジャーでは

深いところまで話が及んで，とても刺激を受け

ありませんから，競争的研究資金の入手は困難

ます．
5
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できたらと考えています．医療機器としての電
界治療器では，肩こりや不眠がよくなった，と
いう声などがよく聞かれます．でも，それはど
うしてなのか，詳しい仕組みについては，まだ
よく分かっていないんですね．あとは，高圧送
電線下の安全基準についても，国際的にまだ研
究すべき内容が残されています．
私はひらめきで動くタイプではなく，実験で
出てくる「これは何だろう」と，現象を一つ一
— 研究者の道へ進まれた経緯をお話下さい．
実は，何か強烈な原体験があったとか，そうい
うのがないんです．ほかの先生方に聞くと，
「小
さい頃から，電子工作が好きで」とか「家にあっ
たパソコンを触ったのがきっかけで」と豊かな
エピソードをお持ちですが，私は（笑）．

つ紐解いていくタイプです．ウサギとカメだと，
カメですね（笑）．小さな一歩を積み重ねていく
中で，今の研究を形にできたらなと思います．
— 研究会についてお聞かせ下さい．
私が所属しているのは「ME とバイオサイバ
ネティックス研究会（以下，MBE）」という研

高校で理系コースに入り，大学で電気工学を

究会です．主に工学系と生体系の両方に興味の

専攻しましたが，明確に「これをやりたい！」と

ある方が集まります．生体系と言っても，人体

いったものがあったわけではありませんでした．

や医学に関する研究が中心で，すぐにでも役立

そうですね，強いて言えば，先生に恵まれてい

ちそうな発表が多いのも，その特徴かもしれま

たことでしょうか．進路について「だめだ」と

せんね．MBE では，私は北海道の専門委員とし

先生に言われたことがなくて，逆に心配する母

て，北海道大学の加藤祐次先生をサポートして

親に，
「お母さん，怒らないで，やりたいことを

います．北海道開催の次の研究会は 2018 年 6 月

やらせてあげましょう」と説得してくれる方ば

を予定しています．

かりでした．長年密接に共同研究を続けている

新しい取り組みとして，2017 年から若手研究

早稲田大学の清水孝一先生も高校の物理の先生

者（開催年度の 4 月 1 日において年齢 30 歳以

を介した縁でした．

下）を対象にした奨励賞を新設しました．今後，

中学・高校の先生方とは今でも年賀状をやり
とりしたり，電話でお話ししたりと連絡を取り
合っています．
「こうじゃなきゃだめだ」ではな
く「面白いと思うことはやりなよ」と応援して
下さる方が周囲に多いというのは本当にありが
たいですね．
— 今後の展望や目標をお聞かせ下さい．

経験を積む場として，学生さんの応募が増える
ことを期待しています．
— 最後に趣味，興味・関心をお聞かせ下さい．
プロ野球観戦です．地元の北海道日本ハムファ
イターズのファンで，本拠地を北海道に移した
15 年前からファンクラブに入ってます（笑）．一
軍にいるスター選手も好きですが，それよりも

現在の研究をより深化させて，電界の生理作

二軍選手の応援に力が入ります．二軍の活動拠

用，特にヒト循環動態への作用の仕組みを解明

点は千葉県の鎌ケ谷市にあって，出張の合間を

6
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【研究会インタビュー (MBE)】

見つけて，グラウンドに行きます．親心とまで
はいきませんが，一軍目指して一生懸命プレー
している選手たちの成長する姿に感動をもらう
んですね．好きが高じて，2 月の沖縄キャンプに
もファイターズのジャンパー姿で，弾丸ツアー
に行ったりしています．他球団との練習試合で，
自分の周りの席がみんな阪神ファンで埋まって
いたりしても，ジャンパーは脱ぎません．
「勇気
あるね」と友人にも言われました（笑）．
それから，ゴルフ．私自身はスポーツはあま
り得意な方ではありません．中学でバスケット，
大学で硬式テニスをやっていましたが，だんだ
んと身体を動かす機会が減ってきました．最近
は，高校の友達と年に 1・2 度集まって，ゴルフ
を楽しんでいます．同窓会のような機会でもあ
るので，ずっと続けていきたいですね．

7
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人工知能と知識処理研専とその関連イベントの紹介
峯 恒憲
九州大学

人工知能と知識処理研究専門委員会（以下，AI

ら毎年開催している．会議後には，ソフトウェ

研）は，1985 年に設立趣意書が出され，1986 年

アエージェント特集号を，各学会持ち回りで発

から活動を開始している [1]．2017 年度のテーマ

行しているが，本会は，それを隔年で担当して

は「コミュニケーションと雰囲気」，
「コンテキス

いる．

トを意識した知識の利用」，
「データ市場」，
「言語

JAWS では，エージェントを，
「利用者や他の

グリッドと多文化，異文化コラボレーション」，

エージェントと知的に相互作用する自律的ソフ

そして「社会システムと情報技術」と多彩であ

トウェアであり，次世代の分散システムを構築

る．
「コミュニケーションと雰囲気」や「言語グ

する中核的技術」と定義している．現代の社会

リッドと多文化，異文化コラボレーション」，
「社

基盤の中核は，高度で複雑なソフトウェアであ

会システムと情報技術」のように，他研究会グ

り，そのため突発的なソフトウェア障害の発生

ループとのコラボレーションもあり，また「デー

が，社会の基盤を揺るがし，混乱を生じさせか

タ市場」のように，学際的かつ産学官連携的な

ねない．これを避けるため，ソフトウェアの耐

活動を進めているものもある．

障害性や保守管理性を考慮した構築方法の研究

2018 年度は，
「コミュニケーションと雰囲気」

開発は不可欠であるが，それとともに，ソフト

と「言語グリッドと多文化，異文化コラボレー

ウェアをより知的にし，社会の様々な場面で人

ション」の代わりに，
「気象・気候におけるビッ

（システム開発や保守管理担当の人も含む）を

グデータの利活用」と「ソフトウェア開発と機

支援する機能の研究開発についても，その重要

械学習」という新たなテーマとの入れ替えも予

性と必要性は，人手での判断や操作ミスの減少，

定している．また，さらに盛り上げていくため

設計開発時には想定できなかった事象への対応

に，毎回の研究会で，発表賞も提供する予定で

などの観点から，ますます高まっている．エー

ある．

ジェント研究は，これらの研究開発と親和性は

他研究会とのコラボレーションとしては，AI
研と関連の深い JAWS (Joint Agent Workshops
∗
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高く，エージェントという統一した概念の下で，
高度で複雑なソフトウェアやシステム全体を抽

がある．JAWS は，エージェ

象化して扱い，システム内の各機能や振る舞い

ントを中心テーマに据えた学会横断的な研究交

を規定することができ，さらには知的化による

流の場であり，日本ソフトウェア科学会「マル

人の作業負荷の軽減や，人との協働の仕組みの

チエージェントと協調計算」研究会，情報処理

開発に寄与できるという点でも有用である．

and Symposium)

学会「知能と複雑系」研究会，人工知能学会「知

エージェント研究として，1 体のエージェン

識ベースシステム」研究会と協同で，2002 年か

トの能力，判断，振る舞いなどの向上，知的化
に着目した知的エージェントや，複数のエー

∗
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ジェントが協働，連携し，複雑なタスクを遂
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【研究最前線 (AI 研)】

行するマルチエージェントシステムなどがあ

うな報酬の概念に基づく再帰的な学習手法のほ

る．エージェントの基本的な性質として，
「自

か，エージェントが扱うデータの分析，データ

律 (Autonomous)，反応 (Reactive, Sensing and

からの有用情報抽出（マイニング），データに基

Acting)，目的指向 (Goal-oriented, Pro-active,

づく推測・予測モデルの構築など，様々な機械

Purposeful)，時間的連続 (Temporaly continu-

学習（深層学習）手法の利用は不可欠である．

ous)，対話 (Communicative, Sociallyable)，学

このように JAWS の中心トピックであるエー

習 (Learning, Adaptive)，移動 (Mobile)，自由

ジェントは，AI 研の扱う重要トピックの一つで

(Flexible)，性格 (Character)」などがよく挙げら

あるが，AI 研では，エージェントに限らず，人

れるが，これらの性質に着目した学習アルゴリ

工知能と知識処理一般に関する話題も扱ってい

ズムの研究も盛んである．また，ヒューマン・

る．また，前述のとおり，毎回，興味深いテー

エージェント・インタラクションでは，人とエー

マで活動を行っているので，関心のある多くの

ジェント（二次元のバーチャルエージェントやロ

皆様の発表と参加を期待したい．

ボットなど）とのインタラクションに着目し，新

最後に，AI 研や JAWS と関連の深い，国際

たなサービス機能（見守り，癒し，受付など）の

会議 PRIMA (Principles and Practice of Multi-

研究開発を行っている．更にエージェント・ベー

Agent Systems)

ス・シミュレーション (ABS) では，エージェン

年度に第 21 回目を迎え，2018 年 10 月 29 日〜11

トの概念を導入し，高度化・複雑化する社会の

月 2 日に東京（産業技術総合研究所 臨海副都心

仕組みや制度の設計，地震や津波，大雨などに

センター別館）で開催される．PRIMA の日本開

よる自然災害や火災事故，人災などによる影響

催は，2009 年に名古屋で開催されて以来，9 年

や，被害状況推定，避難誘導，また，大規模な

ぶりである．論文投稿日程については，まだ決

イベント時の人流推定，都市交通や道路状況の

定していないようであるが，この原稿が掲載さ

推定と混雑解消に向けた誘導のシミュレーショ

れる頃には決定しているであろう．場所も，日

ン，さらには市場や経済状況の推定や予測など

本各地からアクセスの良い産総研の臨海副都心

をシミュレーションを通して研究しており，既

センターなので，是非，多数の皆様の論文投稿

に実利用も進んでいる．

と参加をお願いしたい．

こ れ ら は ，昨 今 人 気 の ，IoT (Internet of
Things) や，ビッグデータ，機械学習（深層学

[1] 菅原俊治，峯

app.journal.ieice.org/trial/100 10/k100 10 1080/
index.html
[2] 栗 原
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5–6, Nov. 2011. http://www.ieice.org/iss/jpn/

ントの判断力を向上させる上で，強化学習のよ
2

聡 ，“学 際 化 す る 人 工 知 能 研 究 ，
” 情

報・システムソサイエティ誌，vol.16, no.3, pp.

ビッグデータを前提とする ．また，エージェ

∗

恒憲，“人工知能と知識処理研専

集，vol.100, no.10, p.1080, Oct. 2017. https://

れてきたが，双方向通信可能なものも多く，エー
∗

を紹介する．PRIMA は，2018

設立の経緯と活動内容，
” 信学誌 100 周年記念特

なぎ，その環境のデータ収集機能にのみ注目さ
∗
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習）とも関連が深い．IoT では，物をネットにつ

ジェントとの親和性も高い 2 ．先の ABS では，

∗
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IoT と関連の深い，情報のセンシングと人工知能の関係

については，当時委員長の栗原先生が ISS 誌に寄稿された
「学際化する人工知能研究」[2] の中でも触れている．Web
で閲覧可能なので，そちらも御覧頂きたい．

∗
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AI 研の新しいテーマ「気象・気候におけるビッグデー

タの利活用」でも，ビッグデータ利用が前提である．
∗
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【国際会議報告】

IWAIT2018 会議報告
亀田 裕介
東京理科大学

IWAIT (International Workshop on Advanced
Image Technology) はアジア諸国を巡回しながら
毎年開催される先進的画像工学の国際会議であ
る．アットホームそしてフレンドリーな雰囲気
の下，最新の研究成果を議論できる場としては
もちろん，国際的な研究交流を目的とした熱心
なファンが多い会議としても定評がある．

図 1. 1 分間プレゼンテーション

第 21 回目となる今回は，2018 年 1 月 7〜9 日
に，タイ王国チェンマイの The Imperial Mae
Ping Hotel を会場として開催された（研究発表
は 8〜9 日）．参加者は 230 名以上，発表件数は
207 件であり，内訳は招待講演 6 件，日本 114
件，タイ 37 件，韓国 25 件，台湾 9 件，その
他 16 件である．日本からは画像工学研究会や
パターン認識・メディア理解研究会のメンバー
など学生を含め多数の参加者があった．

図 2. Best Paper Award の賞状

基調講演 2 件は，香港理工大学の Kin-Man
Lam 教授による「Face Recognition from Low

夜が更けるまで盛り上がっていた．閉会式では，

Resolution to High Resolution」と，日本電信

事前の評価と当日の発表状況を基に選奨委員会

電話の高村誠之上席特別研究員による「Im-

で選定された Best Paper Award が口頭・ポス

age/Video Coding: Past, Future and Further Be-

ター発表からそれぞれ複数件表彰された（図 2）
．

yond」であり，それぞれ現状と今後の顔認識と

次回は 2019 年 1 月 6〜9 日にシンガポールに

画像圧縮符号化に関する示唆に富んだ内容で，質

て，2015 年以来となる International Forum on

疑も活発であった．一般講演は口頭発表 28 セッ

Medical Imaging in Asia (IFMIA) との共同開催

ション（4 並列，14 テーマ）とポスター 2 セッ

を予定しており，医用画像を含めた幅広く活発

ションで構成された．ポスターセッション冒頭

な研究発表と国際交流の場となることが期待さ

の 1 分間プレゼンテーションはポスター会場の

れる．なお，合同バンケットは 8 日夜にナイト

中心付近で行われた（図 1）．8 日夜のバンケッ

サファリにて開催予定である．アブストラクト

トでは，併設のビアガーデンにてタイ料理に舌

の投稿期限は 2018 年 8 月 15 日である．会員の

鼓を打ち，IWAIT 伝統の和やかな雰囲気の中，

皆様の積極的な参加を期待する．
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【ソサイエティ活動】

2018 年総合大会報告
浜田 宏一
日立製作所

3 月 20 日（火）〜23 日（金）に東京電機大学

ソサイエティ，グループの正員にも審査を依頼

東京千住キャンパスにて電子情報通信学会総合

し発表分野の広がりに対応した．審査の結果 7

大会が開催された．ISS では以下の企画を実施

件（表 1）が選出され，ISS 中村裕一会長より賞

した．

状と副賞が授与された（図 2）．受賞者の皆様に

• ソサイエティ特別企画

お祝い申し上げます．今回のポスターセッション

学生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

超スマート社会に寄与するセキュリティ

た先生方，参加者・審査員の皆様，東京電機大学

リサーチ・アライアンス

の先生方，並びに事務局の皆様に感謝致します．

• チュートリアルセッション
人工知能・深層学習の実世界応用
• 依頼シンポジウム
AI の社会応用におけるセキュリティ・プ
ライバシ
• シンポジウムセッション
COMP–ELC 学生シンポジウム
また，今回，全ソサイエティ合同で Welcome

図 1. 学生ポスターセッションの様子

Party を開催するなど新たな試みも行われ，ISS
もその準備，運営に参画した．
特別企画の学生ポスターセッションでは 214
件の発表があり，2 日間の開催期間中に延べ約
450 名が参加した（図 1）
．2 日目の 21 日には 100
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

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
体幹部全体を安全で力強くアシストする装着型ロボットのための接触力分布の予測制御

佐藤飛鳥（名大）

クロスバー型 ReRAM 向け書き込み電圧生成回路

能美 奨（中央大）

ロードキルデータ統合・可視化アプリケーションの開発

岩間俊樹（釧路公立大）

環境発電素子の発電量に基づく屋内行動認識システムの検討

梅津 雅（奈良先端大）

板書画像にコメントを付与できて情報を共有できる e-Learning システムの開発

藤田風志（東京理科大）

手掛かり刺激に対する気づきの有無が注意維持に与える影響

親泊 潤（同志社大）

移動エントロピーを用いた交互協調タッピング課題におけるリーダー・フォロワーの特定 高見澤賢侍（筑波大）
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FIT2018 が FIT（福岡工業大学）で開催
山澤 一誠
福岡工業大学

この秋，福岡工業大学 (Fukuoka Institute of
Technology; FIT) で第 17 回情報科学技術フォー
ラム (Forum on Information Technology 2018;
FIT2018) が開催されます．
会期：2018 年 9 月 19 日（水）〜21 日（金）
会場：福岡工業大学
情報科学技術フォーラムは，情報処理学会と

図 1. 福岡工業大学への交通アクセス

電子情報通信学会の情報・システムソサイエティ
及びヒューマンコミュニケーショングループと
の共催で年 1 回秋期に開催する大規模イベント
です．昨年は東京大学で開催し，多数の御参加を
頂きました．今年は会場が福岡工業大学で，奇
しくも FIT2018@FIT となり，現地実行委員に
若干の混乱をもたらしておりますが，それも楽
しみつつ準備をしております．
会場である福岡工業大学は図 1，2 のように，
福岡の中心である JR 博多駅より快速で 14 分の
JR 福工大前駅に直結しており，とてもアクセス
のいい会場となっております．また，大学とし
ても九州の私立大学 No.1 を目指しており，実際

図 2. 福岡工業大学内マップ

に教員一人あたりの論文数や面倒見が良い大学
ランキングなどで九州私大 1 位の評価を受けて

都市構造や豊かな食文化などがあります．特に

います．

食文化は福岡の大きな魅力です．福岡の鮮魚市

また，福岡工業大学のキャンパスは，都市機

場の水揚げ高は日本有数で，玄界灘で獲れた新

能と豊かな自然がコンパクトにまとまる九州最

鮮で美味しい魚を味わうことができます．また，

大の都市・福岡市にあります．福岡市は「世界

豚骨スープで有名な博多ラーメンも楽しみの一

で最も住みよい都市 25 選」に毎年ランクイン

つです．是非，この機会に福岡まで足を伸ばし

するなど，世界的に注目されている魅力的な街

て FIT2018@FIT に御参加頂き，更に福岡の街

です．その理由として先に挙げたコンパクトな

を楽しんで頂ければと思っています．
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【フェローからのメッセージ】

顧客志向と大学
フェロー 大和 淳司
工学院大学

昨年度より民間企業から大学に職場を移し，今

上に深刻になり得るのは，顧客と「顧客の顧客」

まさに 2 度目の卒業生を送り出そうという時期

とのズレである．基礎研ではあったものの，理

に拙稿を執筆する機会を頂いた．誠にありがたい

解ある上司と行動力あるパートナーに恵まれて，

ことである．振り返ると 1990 年に NTT ヒューマ

客先に同行することを重ねると，実は顧客の顧

ンインタフェース研究所に入った後，2016 年に

客が真に実現したいことは，研究所の顧客たる

大学に移るまで，26 年間の民間企業生活は数々

事業部門が描いた解とは異なる場合が多々発生

の上司同僚諸氏と職場環境に恵まれて，実りあ

した．事業戦略上の意図した差異ならばともか

るまた楽しいものであった．また大学では新た

く，描く側の誤解や理解不足に起因することに

な気持で教育と研究に取り組んでいる．転職に

も遭遇した．
「客と，客の客と，どっちがエライ

あたり大きく立場が変わることとなった折に民

んですか」とは混乱した状況を喝破した当時の

間企業と大学の基本的なビジネスモデルと組織

同僚氏の名言であった．

構造を再考してみた．改めてこの二つを比較す

さて，大学において顧客とは誰であろうか．単

ることで今後の自分の活動についての気持ちの

純に教育サービス業であると定義すれば，学生

整理を行うとともに読者諸賢にわずかでも参考

（又は授業料を支払う保護者）である．対価を得

になれば幸いである．

てしっかりと教育を施し，卒業/修了時に良き職

まず顧客は誰か，という点から確認しよう．民

を得られるようにするのが責務である．だが教

間企業は顧客からの売上/利益で糊口を凌いでい

育を受けた若き人材を社会に供給するという重

る．筆者の場合，入社当初は一社体制の電気通

要な役割も持っている．ここでは卒業生がプロ

信事業者の顧客と明確であったが，組織再編の

ダクトであり顧客は社会（又は会社）と言えるか

結果として持株会社が研究所を保有し，ここに

もしれない．まさにそのためにこそ私学助成金

複数の事業会社が研究分担金を拠出する体制と

の形で税金による補助がなされているとの理解

なった．ゆえに顧客は各事業会社である，とい

もあろう．更に大学の研究機関としての役割を

うことになったのだが，では顧客のニーズに合

考えれば将来世代を含めた人類社会全体が顧客

わせて彼らの示す方向に沿った研究を進めれば

であると言える．大学のプロダクトは教育サー

それでよいのであろうか．物事はそう単純では

ビスにせよ人材にせよ，研究成果にせよ，全て

ない．特に基礎研究部門で 5 年後 10 年後を睨ん

は新たな情報であると言ってよい．その意味で

だ研究開発を行うのであれば，現在のビジネス

情報生産業に属するものである．情報生産者と

最前線で日々闘う事業部門に，
「将来何が必要に

いえば，有名な上野千鶴子氏の言説がある．曰

なりますかね？」などと問うても，
「それを考え

く「相手の自覚さえしていない期待を探り，相

るのがお前らの仕事だろう」と言われるのがオ

手の「欲しい答え」を出してあげるのが情報生

チである．さりとて研究所が独自な見解で独走

産者の仕事であり，
「正しい答え」なんか出して

すれば「趣味で研究するんじゃない」との批判

も商品にならない」．

は逃れ得ない．更に研究所と事業部門の齟齬以

実はこれとそっくりなことを会社で言われた
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【フェローからのメッセージ】

経験がある．企画部門で将来ビジョンを描く業務

立場があるものと思う．一つは純客観的に情勢

に就いた際，前任者からの引き継ぎに曰く，
「自

を分析し，何をすべきかまたすべきでないかに

分で独自のビジョンを描くんじゃないよ．偉い人

ついて見解をまとめるもの．もう一つは自らが

の頭の中にあるぼんやりとしたビジョンを，こ

実践することを前提としてそのためのリソース

うですか？

と描きながら上

確保という目的でビジョンを語り，計画の重要

手に引き出す仕事なんだよ」と．枠組みが同じ

性と投資価値を説くものである．周囲を鼓舞す

であれば，結果を左右するのはこの「相手」が

ることが目的になることもあろう．階層組織の

誰かという点のみである．顧客が誰なのか，が

中間にいる場合は，上に向けてか下に向けてか

当然死活的に重要となる．

によって使い分けも起きる．

こっちですか？

企業内の研究組織では目の前にいるのが最終

当然だが顧客の頭の中に合わせて描いたビジョ

需要者でない場合がある．ことに組織が大きく

ンが自分の客観分析と一致するとは限らない．で

なると起きがちである．こうなると顧客のニー

は「正しい答え」は不要なのか．よしんば実験や

ズや反応が直接把握できない状況に陥る．組織

統計で可能な限りのエビデンスを集めたとして

構造が階層的，重層的になればなるほど，顧客

も，顧客が目の前にいるのならば説得も調整も

との距離は遠くなる．一方，大学教員の立場で

可能だが，深い階層の向こう側ではままならな

は顧客はどう捉えた場合でも目の前にいるし反

い．ここで目の前の顧客に合わせて自分が信じ

応も見えやすい．学生など特にシビアなもので

ていないことを書くのか，それとも自分にとって

ある．大学のメリットはそこにあるのかもしれ

の本当のことを書くのか．これもまた大きな問

ないとさえ思う．

題である．ここを上手く取り回すのも大人の仕

組織階層が深いことの問題を鮮やかに描いた

事というものである．と，学生には話すのだが．

ことで知られるのは「ピーターの法則」[1] であ

大学は，企業，それも研究所を有するようなサ

る．曰く「階層社会ではすべての人は昇進を重

イズの企業と比べれば組織階層が相当に浅くで

ね，各々の無能レベルに到達する．
」無能レベル

きている．組織階層が深いことによる様々な弊

とは，ある人にとってこの役職・職責は荷が重

害から逃れ得る環境において，どれだけのアウ

く，結果として無能な部長，無能な課長となっ

トプットができるかが問われることになる．こ

てしまいそれ以上の昇進ができないレベルを指

の環境を活かすことが今後の責務であると覚悟

す．十分な時間があれば必然的にあらゆるポス

して臨んでいこうと思う．

トは職責を果たせない無能な人間によって占め

さて今月は入試と判定会議の季節である．ま

られてしまう．仕事をしているのは一体誰なの

た新たな顧客の創造に励むとしよう．すばらし

か？

いことに顧客を選ぶことができるのだ．だがこ

といえば，まだ無能レベルに到達してい

ない人によって進められているのだ．

の立場はまず十分な数の潜在顧客に選んでもらっ

階層が深い組織には斯様な本質的な大問題が

た上で初めて実現される．これを維持するため

存在する．加えて顧客との距離が遠くなってし

には日々の活動により，優れたプロダクトを世

まうことを考えれば，階層を浅く維持すること

に出さねばならない．来月には二期目のプロダ

の効用たるや多大なものがあることは想像に難

クトの出荷が待っており，今は楽しい最終仕上

くない．少なくとも構成員のストレスが少ない

げの段階である．

ことは，日々大いに体感している．

参考文献

さて，情報生産者の重要なアウトプットとし
て，研究計画やビジョンが含まれるのは当然で
ある．これらを描くことには 2 種類の意味合い，
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技術評価ワークショップに挑戦して
山本 仁
NEC

1. はじめに

そして約 2 週間にわたる本番の評価期間（10

筆者は音声情報処理の技術開発に携わる企業

月）では，
（4）主催者は評価データ（開発用デー

研究者として働く中で，縁がありこれまでに二

タとは異なる）を用意して，それぞれの参加者

度，国際的な競争型の技術評価ワークショップに

の技術を測る．SRE16 ではその評価データを参

挑戦するという機会を得た．このたび，その活

加者自身が処理して提出し，主催者が精度を集

動について若手や学生の読者に意義や様子を伝

計した．評価指標に処理速度などを含むときに

えることはできないかとの執筆依頼を頂き，本

は，参加者はプログラムのみを提出して，主催

誌に寄稿することとなった．筆者の限られた経

者が処理から集計まで行う場合もある．更に後

験に基づく内容であるが，何かの参考になれば

日，参加者は（5）各自の開発した技術内容を記

幸いである．

した説明書を提出する（11 月）．最後に，
（6）参

2. 技術評価ワークショップとは

加者が一堂に会するワークショップにて，主催

近年，研究開発を推し進めることを目的に，競

者による結果公表や，好成績者の講演，全参加

争型の技術評価ワークショップが多く開催され

者のポスター発表，今後に向けての議論などが

ている．技術開発の目標を共有する有志の研究

行われる（12 月）．

者や，米国 NIST 等の研究機関が主催し，広く参

3. 初めてのチャレンジ

加を呼び掛けることが多い．ここでは，NIST が

一度目の挑戦は 2012 年にさかのぼる．当時，

昨年度実施した技術評価ワークショップ SRE16

筆者は NEC から情報通信研究機構 (NICT) に出

(2016 NIST Speaker Recognition Evaluation) を

向し，音声認識の研究に取り組んでいた．NICT

例に，一連の流れを紹介する．

は長年「言語の壁を超える」音声翻訳を追求し

主催者はまず，（1）解きたい技術課題ととも

てきたが，音声認識とはその中でも「話し声で

に，評価指標やスケジュールなどのルールを定

ある音響信号をそれが伝える意図や言語情報に

めた評価仕様書 (Evaluation Plan) を公開して参

変換する」という部分を担うものである．筆者

加者を募集する（2016 年 4 月）．続いて，
（2）参

が所属した研究室では，技術開発の一つの指標

加者が共通に使用する開発用データを配布する

として，多言語音声翻訳に関する技術評価ワー

（5 月）．このとき基準となる技術のソフトウェ

クショップ IWSLT における音声認識トラックを

アを併せて配布する場合もある．こうして評価
指標と開発データの条件をそろえることで，性

利用した．
IWSLT の 2012 年度の課題は，
「TED Talks」

能を比較するための公平な環境を整える．一方

の講演映像に自動付与する英語字幕の精度を競

で参加者は，（3）参加意思を伝えデータ等を入

うものであった．研究室長がトップを目指すと

手する（5 月）．SRE では開発用データのみ入手

の方針を示す中，筆者はプロジェクトを推進す

して評価をパスする行為は禁じられている．そ

る役目となり，正直途方にくれた．音声認識で

の後の数か月，課題解決に向けて試行錯誤しな

は，音響信号処理・自然言語処理・機械学習な

がら技術開発することになる．

ど様々な技術が密に連携しており，チームで取
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り組む必要があった．しかしチームメンバーは，

こうした状況をふまえ，負けないための守り

普段はそれぞれ独自の研究テーマを追求してい

の施策を打った上で勝つための武器を検討する，

る研究者たちであり，ある意味頑固者ぞろいで

という戦略をとった．前者は，技術サーベイを

あったことから，特定の課題に合わせてどのよ

徹底することで，経験豊富なチームにも対抗で

うに足並みをそろえるか，当初は手探り状態が

きるよう，安定した土台作りを地道に目指した．

続いた．

後者は，主要な課題に絞り，ときにオープンソー

結局のところ，それぞれに得意分野の武器を

スも活用して新技術にトライした．狙いどおり

磨き，筆者は縁の下に徹してそれらが活きるよ

だったもの，効くはずが採用を決断できなかっ

うサポートしつつ，全体を組み上げる役割を担

たもの，逆に悪さをしたものと効果は分かれた

うことにした．すり合わせと評価を頻繁に積み

が，最終的には努力が実り，ワークショップで

かさね，次第に完成形が見えてくると精度はぐっ

は約 70 の参加者から選ばれて登壇する幸運にも

と伸びた．重みつき有限状態トランスデューサ

恵まれた．

(WFST) 型高速デコーダや深層学習型言語モデ

ワークショップには各国から大学・研究機関・

ルなどの先進技術の搭載が功を奏し，初の首位

企業の参加者が集結し，2 日間にわたり開催さ

を獲得，喜びを分かち合うことができた．

れた．雰囲気は国際会議と似ているが，課題意

4. 二度目のチャレンジ

識が共通しているため突っ込んだ議論が多い印

次の挑戦の機会は 2016 年に訪れた．NEC 中

象を受けた．現地での議論を通して生の声を聴

央研究所に戻り，新たに音声による生体認証（話

くことで，現状の技術レベルや今後の展望への

者認識）を担当した．話者認識とは，音声の個

知見が深まった．当日，朝食会場で同席した方

人性に基づいて人物の照合・識別を行う技術で

がこちらのチーム名を知ると賞賛の言葉を掛け

ある．その研究開発のサイクルが円滑に回るよ

てくれ，それだけでも来た甲斐を感じた（彼も

うになってきた頃，筆者らの研究チームは，技

登壇者だった）．見えない競争相手と思っていた

術レベルを確認しようと NIST が実施する話者

相手と，お互いに頑張ったねとリスペクトし合

認識の技術評価ワークショップ SRE に初めて参

えたのは，今回の新たな体験だった．苦労話も

加することにした．NEC ではかつて指紋認証や

すぐに共有，意気投合した．会社員ゆえに普段

顔認証が NIST の技術コンペで世界一になった

はビジネス上の競争もあり，広い仲間意識のよ

実績があることから，参加を後押しする周囲の

うなものを持つ機会は多くないが，こうした体

雰囲気もあった．

験は新鮮であった．また，研究者の集まりらし

しかし SRE16 に向けての活動を始めるにあた

く，成績は振るわなくても，新しいチャレンジ

り，目標設定でさっそく壁があった．タスクは

の発表が盛り上がっていたことも印象的だった．

従来と同じく，二つの電話録音に含まれる音声

5. おわりに

が同一人物か否かを照合するものだった．ただ

近年は学会だけでなく Kaggle などオンライ

今回のデータは主催者が新たに公開したもので，

ンでも技術コンペを体験できる機会が増えてい

更にデータ自体も，相手や内容による話し方の

るので試してみてはいかがだろうか．そのよう

変動（平静・泣き笑い）や，電話回線の品質差

な経験は，新たなテーマや競争軸を開拓すると

等が従来よりも大きかったため，照合精度の見

いう次の段階の挑戦につながるはずである．最

積もりが難しくなっていた．また事前に配布さ

後に，同僚の協力や周囲の支援のおかげで有意

れる開発データも，評価データと類するものが

義な経験を得たことを，この場を借りて深く感

少なく，その面でも本番を想定した精度予測が

謝する．

困難だった．
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【コラム】
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【こんなところで研究会】
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【ISS 組織図など】

平成 29 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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▼初めての作業でしたが，代々アップデートされてきたノウハウの塊である編集キット（マニュ

アル）と関係する皆様の御支援によりなんとか出版にたどり着きました．有難うございました．
（副担当：
黒瀬）
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