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【巻頭言】

動機付け教育と学会との連携
フェロー 小宮 一三
神奈川工科大学

NTT 研究所より現在の大学に移り 25 年，学

ります．以下は，このような教育を学会と連携

長職もはや 10 年になりました．大学は 18 歳人

してできないかという提案です．かく言う私も

口の減少による入学者の確保，学力低下に対す

学生時代，非常勤講師として来られた電々公社

る教育の質保証，高大接続改革いわゆる入試改

（当時）の方から電話回線を使って音声ばかりで

革，大学間連携・統合と大きな変化の中にあり，

なく画像も送れる（いわゆるファクシミリ）と

厳しい舵取りに追われています．最近の学生の

いう話にびっくりし興味を持ったことがこの道

傾向を見ますと，小学校から受験戦争に追われ

に入ったきっかけです．

てきたためか，大学入学がゴールのように勉学

言うまでもなく電子情報通信学会は 100 年の

意欲をなくしたり，全入時代の到来で目的意識

歴史を持ち，先輩たちが築き上げた情報通信シ

なく入学して来る学生が増えてきました．これ

ステム・技術に係る膨大な成果があります．こ

らの学生にいかに動機付けを行うか，主体的な

れらの素晴らしい歩みを語れるベテラン会員の

学びに繋げる環境作りは大学共通の課題となっ

皆様も還暦を過ぎ，古希を迎えようとしていま

ています．

す．生のお話を聞く機会も少なくなろうと思い

この点で本学が力を入れている「動機付け教

ますので，技術開発当時の苦労話を学生に話し

育」について紹介しましょう．本学の IR（Insti-

て頂けると有り難いと思います．また，若い気

tutional Research，データ収集・分析により教育

鋭の会員の皆様からは掲載された研究論文では

改善に反映すること）部門の分析によれば，入

言い表せない夢や意気込みを学生に語って頂け

学してからの 3 か月までが最も大事で，その時

ると有り難いと思います．特に情報・システムソ

期の過ごし方で 4 年間の成長が決まると報告さ

サイエティの論文には人工知能 (AI) の基礎技術

れています．これに沿って，まず初年次に「実感

や応用等未来につながる興味深い論文が多いと

する科学」
「身の回りの数学」という数学や物理

感じています．これらの苦労話や夢を直接フェ

の基礎を現実の社会や自然現象と結び付けて理

イストゥフェイスで伺えることは，生きた教材

解する新しい科目を設置しました．また，技術

として学生の興味を喚起し，主体的な学びに繋

者の基礎となるもの作りの面白さを気軽に実体

がるものと確信します．

験できる工作工房も完備しました．このように

我が国は人生 100 年時代の到来，第 4 次産業革

興味を出発点にすることにより自ら学ぶ姿勢を

命 (Society 5.0) の進展により産業や社会生活に

醸成する考え方です．この結果，高学年，大学

大きな変化の波が押し寄せています．このよう

院に進学すると専門学科の先生と一緒に企業と

な変化の時代こそ，次世代を担う人材育成は重

の共同研究に参加したり，国際会議で研究発表

要です．私は大学と学会がこのような動機付け教

をするなど積極的な学生が増えてきました．動

育をきっかけとして，人材育成の重要性を共有し

機付け教育の必要性，効果を改めて認識してお

様々な連携に発展していければと願っています．
3
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ソサイエティ人図鑑

No.23

小松 昭英さん
所属：NPO 法人ものづくり APS 推進機構
分野：経営情報，統合知，ビジネスエンジニアリング

インタビュー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.info@gmail.com），ライティング：佃芳史春

— 会長をされている「総合知学会」についてお
聞かせ下さい．

タプライズモデリング）研究会です．この 2，3
年はサイバースペース革命をメインテーマに論
文を発表しています．元々プラントの設計をし

総合知学会は文系知と理系知という壁を取り

てたので，エンジニアリングにこだわりがあり

払い，芸術，技術，工術（エンジニアリング），

ます．工学とエンジニアリングは違うという村

学術のうち，どちらかと言うと，ものを作るエ

上陽一郎さんの主張も後ろ盾に，ビジネス・エ

ンジニアリング的な視点から，社会的課題の解

コノミックス，ビジネス・オーガニゼーション，

決策を提言する学会です．1998 年に設立されま

ビジネス・コンピューティング（広義）を包含す

した．会員は，今のところ圧倒的に理系ですが，

るビジネスエンジニアリングを体系化しようと

分野にこだわらず，
「行為のための知識」の発信

考えてます．IT 絡みで日本は遅れています．日

を心掛けています．例えば，昨年原発問題に関

本の産業界がより良い方向に進む一助となれば

する提言をしました．何回も議論を尽くしまし

と思っています．

たが，結局数人の共同提案と共同提案に組しな

— 現在に至るまでの経緯をお聞かせ下さい．

い一人っきりの提案を併記し，学会として統一
することは敢えてしませんでした．

実家が京浜急行沿線で，父親が急死したので，

私自身は，幾つかの他の学会で発表した論文

近くの横浜国立大学を目指しました．その前に

を首記の所属機構に提出して，主任研究員とし

腕試しで東京工業大学を受けて合格してしまい

ての役割を果たしています．当該機構の西岡靖

ました．それでもやはり，横国大を受けるつも

之副理事長が一般社団法人インダストリアル・

りでいたのですが，偶然，東工大を落ちて，横国

バリューチェーン・イニシャティブ ∗ の理事長

大を受ける友人に会ったところ彼に怒られ，ま

になりました．心から応援しています．

た試験を受けるのも面倒だったので，東工大に

— 普段の研究についてお聞かせ下さい．
主な学会活動は，SWIM（ソフトウェアイン

しました．
高校の先輩が開いてくれた歓迎会で専攻をど
こにするのかと聞かれて，
「潰しがきく機械です
かね」と答えたら，
「東工大に来たんなら化学だ

∗
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【研究会インタビュー (SWIM)】

ぞ」と諭されました．それで化学を選びました．

今でも），F/S = 概算見積と扱われがちでした．

化学は分析と実験の連続ですが，一種の暗記な

F/S は投資決定をするための土台です．私の部

んですね．暗記はとても苦手で，試験の答案に

下 2 人が担当していたのですが，たまたま 2 人

「答えは教科書に書いてある」と書きました．も

とも風邪をひいて欠勤した時がありました．営

ちろん単位はもらえませんでしたが（笑）．

業が，顧客がカンカンに怒ってると言うので代

2 年生で学科を選ぶとき，化学工学というの

わりに行ってみると，
「F/S がちゃんと出ていな

があって，何かを設計するらしいので，面白そ

い」と言われました．社内調整して，1 週間で

うだと思い選択しました．次に，研究室選びの

出し直したんですが，最終報告の場でこっぴど

際には友達が調べてくれて，就職の面倒を見て

く怒られました．10 ケースが想定されましたが

くれると評判だった大山義年先生の研究室に入

「実績があるのは五つなので，その中から選ん

りました．就職の時期になって，先生から，
「千

だ」と言うと「なぜ実績がなくても可能性があ

代田化工建設（株）という，小さいが筋がいい

るなら，技術開発も視野に入れて提案しないん

会社がある．行ってみないか」と言われました．

だ」と言われました．モービル石油にしてみる

これが千代田化工との出会いです．

と，千葉の基地は世界第一号．それを全世界に

入社してから 10 年は化学プラントの設計に従

展開するわけで，最初を間違えると，全部が間

事しましたが，そのときにドキュメンテーショ

違ってしまうわけです．再検討した結果，最適案

ンの重要性を感じる出来事がありました．私の

は実績のあるものになり，無事に終わりました．

設計したプラントで増設を重ねるうちに爆発事

なお，彼は，
「この F/S は米国本社の役員会でデ

故があり，16 人もの方が亡くなられました．

ザインレビューを受ける」とも言っていました．

私の設計では，例えばタンクに高いベントを
付けたのですが，増設設計に携わった方々には
伝わっていなかったのかもしれません（ただし，
爆発原因は不明でした）．
「なぜそのような設計
にしたか」というドキュメントの重要性に気が
付いたのは，事故後．海外から技術導入する案
件を担当して，そこで初めて，デザインフィロ
ソフィー（設計哲学）という言葉を知ったから
です．設計哲学を書いたドキュメントを残して
おけば，事故は起こらなかったかもしれません．

千代田化工は LNG プラント実績で世界 No. 1

ドキュメンテーションは一種の客観化です．客

で，No. 2 は日揮（株）です．この二社で市場の 3

観化することで，設計を見直すきっかけにもな

分の 2 のシェアを占めています．1 プラントで数

るはずだからです．

千億円の大規模ビジネスですから，発注者とし

それから，フィジビリティスタディ（以降，

ては未経験なところに頼めないんですね．また，

F/S）の大切さを教えられることになる案件に

ほかの日本企業や通産省が見向きもしなかった

遭遇しました．モービル石油が千葉に世界初の

頃から，サウジアラビアなどの中近東に進出し

LPG 基地を造ることになり，そこで，F/S をす

ていました．そして，千代田化工を OPEC 諸国

るというのです．当時我が国では，標準的なコ

で有名にした事件に遭遇します．それは，ヨル

ストデータが整理されていなかったので（多分，

ダンでの製油所プロジェクトです．当時，政情
5
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不安で，ホテルの前に戦車がウロウロしている

たちを信じてくれたからでしょう．会議をまと

状況を迎えていました．そのような場合，契約

められなかったコンサルタントに代わったのが

上は工事の中断を許されるのですが，千代田化

キザな男で，冒頭「今日は Queen’s English でや

工は引き上げずに工事完成までこぎつけ，試運

るのか American English でやるのか」と口を開

転までして，当局に引き渡したんです．これは

きました．ナイジェリア側は即「それは違う．今

OPEC 諸国内で評判になりました．このことも

日は Nigerian English と Japanese English でや

あったからだと思いますがナイジェリア政府に

るんだ！」と．既にそういう関係あるいは連帯

呼ばれました．ナイジェリアは石油生産量が当

感があったんですね．最後まで私たちを信頼し

時世界 7 位．私たちに声が掛かる前には，大統

てくれ，プロジェクトは成功裏に終わりました．

領から輸出製油所を造りたいと我が国の政府に
直接申し入れがありました．現地に飛んでみる
と，政府関係者が私たちのことをとても信頼し
て，虚心坦懐に相談してくれました．
「どういう

— 後進を育成する上で，どのようなことを心掛
けておられましたか?
私自身は指導したという意識はありません．

契約がいいと思うか」という問いに，
「契約は 30

本当に偶然の連続ですが，部長時代 100 人程度

通りくらいあるが，best way はない」と答える

の部下がいました．その中から，7 人の役員，7

と，続いて「日本ではどうしてる」と問われま

人を超える博士号取得者が出ました．また，7

した．
「日本では個々の契約ではなくて，長い付

組ほどの仲人を務めました．たまたま良い人材

き合いの中で仕事をする．例えば，仕事が全部

に恵まれたと思っています．私は特別何かをし

終わってから契約するという場合さえある．ま

た記憶はなくて，彼らに，たまに注文を付ける

た，たとえ目の前のプラントが赤字であっても，

ことはあっても，全部任せました．その中に社

次のプラントで黒字になれば双方に良い．だか

長になる男がいました．あるとき当人から「設

ら，契約を結ばずに仕事をする場合もある」そ

計部からプロジェクトに行きたい」と相談され，

んな趣旨の話をした上で，
「ただし，それができ

仕事ぶりを見ても，プロジェクトに合うんじゃ

るのは，発注側の技術レベルが高いからだ」と

ないかと思い，送り出しました．そうして彼は

言うと，
「分かった．俺たちは能力がないから，

インドネシアのプラント建設に携わった後，そ

コンサルタントを雇おう．ただし我々がコント

この事務所長になりました．このときにだいぶ

ロールできるような小さなコンサルタント会社

ん苦労したようですが，そのこともあって社長

だ」と言われ，それが本当に実行されました．

になったのではと思っています．とにかく，と

コンサルタントはオランダの会社でした．早

んがった粒が揃っていましたね．幸か不幸か私

速，オランダのハーグで，フランスのライセン

はそれを邪魔しなかった，できなかったのかも

ス会社，ナイジェリア関係者と私たちの三者で
会議を持ちました．が，会議中にフランス側が
「原料分析に不備がある」と言い，ナイジェリア

（笑）．
創業者の玉置明善氏がとてもユニークな方で，
自由闊達な社風を作ったんですね．役員以下の

側も「おかしい」と言うので，
「既に当該原料分

連中には自由にやらせる，そういう風土でした．

析について両者で合意した事実がある，今更こ

創業して 10 年頃，まだ社員が 300 人くらいしか

んな話になるなんておかしい」と大声で怒鳴り

いませんでしたが，入社後すぐに，
「社長ではな

ました．普通だとこれで破綻です．しかし，な

く，玉置さんと呼ぶ」のが普通という感じでし

りませんでした．ナイジェリア側が最後まで私

た．また，玉置さんからビジネスも人間関係が

6
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【研究会インタビュー (SWIM)】

ないと何も進まない，あるいはお互いに信頼し

思うと，自分に合った選択をしたと思っていま

ないと，真っ当な取引はできないと教えられた

す．父と叔父があの世で頷いていたかもしれま

ような気がします．

せんね．

— どのような幼少期を過ごされましたか？

— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．

特に何かに興味を持つこともなく，ものすご

趣味というほどではありませんが，強いて言

く大人しい子供でした．成績は鳴かず飛ばずで

えば，歌舞伎でしょうか．40 歳前後だったか，

したが，小学校 4 年生のときに良い先生に出会っ

新聞広告で，和太鼓の演奏会が目に入りました．

て，そこから急に成績が良くなりました．終戦

戦時中，疎開先の村祭りで耳にした太鼓の音を

前年に横浜の大空襲で石川県能登の田舎に疎開

思い出したんですね．で，チケットを買って国

しました．青春時代はとにかく食べ物がなかっ

立劇場に足を運びました．それから国立劇場か

たですね．お米の代わりに配給される豆粕で飢

ら案内が届くようになって，いつだったか，歌舞

えをしのぎました．栄養失調の寸前になったこ

伎を見ました．演目は，義経千本桜です．尾上

ともあります．

菊五郎演じる一条大蔵卿が，登場場面によって

話は戻りますが，今でも時々思い出すのは，小

態度をガラッと変えるんです．普段はぐーたら，

学生のある日，叔父の家で父と叔父との間で交

でも実は切れ者．演技がサッと変わった瞬間は

わされた会話です．私は横になってうつらうつ

とても印象的で，脳裏に焼き付きました．また，

らとしていたんですが，2 人の会話が聞こえて

歌舞伎は大屋根落としのような仕掛けがあった

きました．
「この子はどうするのかな」
「サラリー

りして，伝統文化というよりは立派なショーで

マンより，学者かなあ」．父も叔父も田舎から

すね．単に物語を見せるだけではなくて，舞台

出てきて，夜学で大学を卒業した苦労人でした．

装置や遠近法などでいろいろな手法を駆使しま

父は，戦時中よせばいいのに軍需産業の下請け

す．豪華な衣装も花道での見栄を切る様もとて

工場を経営していました．真っ正直な人なので，

も楽しい．落ち着いたら，歌舞伎にもっと時間

職人さんをうまく使えなかったようでした．そ

を割いてみたいですね．

れを見て，子供心に「僕もビジネスはダメだな」
と思いました．学者に向いているとも思えませ
んでした．とにかく，あまり考えず，自然体で
いこうと．
私がいた設計部門は直接的にビジネスに関わ
ることはありません．小さな現場には出ました
けど，あくまで経験を積むため．現場から帰っ
たとき，プロジェクト部門に移れと言われまし
たが，断りました．またナイジェリアプロジェ
クトに立ち上げから関わっていたので，候補に
上がったんですが，相談にやってきた人事部長
に，
「プロジェクトマネジャーは社内にたくさん
いるはずです．でも，設計部長は私しかいませ
んよ」と言って，即座に辞退しました．今から
7
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コンピュテーション研究会

近況報告

脊戸 和寿
成蹊大学

1. コンピュテーション研究会の概要

報セキュリティ研究会 (ISEC) とも 12 月の研究

コンピュテーション研究会では，
「計算」に関

会で共催を行った．お互いのスケジュールの関

する幅広いテーマを主として研究会を年に 5 回

係で，この 2 年間だけの共催であったが，これま

開催している．最近では複雑ネットワークの理

で主に扱ってきたテーマとは違う発表を聴講で

論やビッグデータアルゴリズムも主テーマに取

きることは非常にいい経験であった．特に ISEC

り入れ，最先端のテーマも含んだバラエティに

側の方々はお酒に強いようで，1 年目は広島，2

あふれた発表が研究会では行われている．2016

年目は高知での開催であったが懇親会は日本酒

年 6 月より本年 5 月までの 2 年間，伊藤大雄委

の非常に美味しい店を手配して頂けて素晴らし

員長，宇野裕之副委員長，斎藤寿樹幹事，筆者

い思い出となった．

（幹事）としての体制で研究会の運営を行ってき

他研究会との連催や共催は日程調整等の面で

た．また本年 6 月より，藤戸敏弘委員長，中野

それなりに手間が掛かることは事実だが，やは

眞一副委員長，大舘陽太幹事，玉置卓幹事，筆

り一つの研究会で他分野の発表も聞くことがで

者（幹事補佐）としての体制がスタートした．2

きるのは大きなメリットである．また交流が深

年間幹事として，更に 2 年間幹事補佐として研

まれば，その後の両分野の発展にも寄与する可

究会に関わる身として，研究会での取り組みを

能性もあるのではないだろうか．近年，国内研

紹介する．特に他研究会や大型プロジェクトの

究会での投稿件数が減少傾向にあり，投稿数を

連携が研究会の活性化に非常に高い効果があっ

集めるために苦労されている研究会もあると聞

たと思われるので，他研究会の方々にも参考に

く．事実，本研究会でも投稿件数を集めること

なればと思う．

に少し苦労しており，投稿数や参加者を増やす

2. 他研究会との連催や共催

ためにも連催や共催の利点はあるように感じる．

本研究会では，毎年春に情報処理学会のアル
ゴリズム研究会と研究会を連催している．近年，

3. 招待講演の活用
本研究会では，招待講演を大いに活用してい

お互いの取り扱うテーマに共通部分も多くなっ

る．トップ会議に採択された方やテーマの最先

ており，研究者の交流も盛んであることから，こ

端を開拓している方にお願いし，招待講演をし

の連催は毎年参加者も多い．実は両方の幹事団

て頂いている．特にトップ会議の内容を日本で

になったことのある方がいたり，本研究会の専

聞く機会が増えることは，学生にとっても非常に

門委員会とアルゴリズム研究会の運営委員会の

いいことに思う．筆者も過去に理論計算機科学

メンバーが重複していたりと，両研究会は非常

分野のトップ会議の FOCS に聴講者として参加

に密な関係にある．

させてもらったときに非常に刺激を受けた．トッ

筆者が幹事であった 2016 年と 2017 年は，情
8
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講できることは非常に貴重なことであり，積極
的に招待講演を開く意義は大きい．

【研究最前線 (COMP)】

5. FIT 企画と COMP 学生シンポジウム
本研究会では情報科学技術フォーラム (FIT)

またチュートリアル講演なども非常に好評で

でのイベントと電子情報通信学会総合大会にお

ある．特定のトピックの全体像を知ることがで

けるシンポジウム講演を企画している．FIT に

きることは貴重な機会だと思う．国際会議では

ついては前述したアルゴリズム研究会と交互で

よく見かけるチュートリアル講演だが，国内の

イベントを企画・提案するようにしており，総

研究会だとそこまで多くない印象を持っている．

合大会については毎年，本研究会で COMP 学生

もちろん別のイベントとして企画されているこ

シンポジウムを開催している．

とは多いが，研究会内で開催することで参加者
の増加などにも繋げることが可能であろう．

FIT で本研究会が企画したイベントは，2016
年の「劣線形—ビッグデータ時代を切り開くキー

このように招待講演やチュートリアル講演を

ワード」，2018 年「最適モデリング」がある．こ

利用することで，各回の参加人数を少しでも増や

れらは前述した，加藤直樹代表と岩田覚代表の

し研究会が活性化すればと考えて企画している．

CREST に協力して頂いた．毎回盛況で，研究会

4. 大型プロジェクトとの連携

の活性化だけでなく，イベントを通して研究会

本研究会の関係者は新学術領域や ERATO，

とプロジェクトの関係者の連携を深めていく取

CREST といった大型プロジェクトに関わって

り組みにもなっており，企画する価値は高い．

いる方も多いため，そういったプロジェクトに

総合大会の COMP 学生シンポジウムでは，当

協力して頂き研究会の活動を充実させることを

該セッションで発表した学生の中から最優秀発

行っている．

表賞を決定し，賞金 3 万円とトロフィーを授与し

筆者が幹事の間に特にお世話になったのは，渡

ている．近年では若手の登竜門的なシンポジウ

辺治代表の新学術領域研究「多面的アプローチ

ムとなり，この賞を受賞された方は皆，新進気鋭

の統合による計算限界解明」（通称 ELC）だっ

の若手として活躍されており，研究会として非

た．2012 年度から 2017 年度にかけて電子情報

常によい取り組みであると感じる．また，同シン

通信学会の総合大会において COMP-ELC 学生

ポジウムでは，現在活躍する若手 2 名に依頼講

シンポジウムという形で協賛して頂いた．また，

演を行ってもらっており，そのことも参加する学

2012，2013 年度に 5 回のチュートリアル講演を

生の刺激となっている．2012 年度から 2017 年度

本研究会内で開催して頂いており，実は筆者も

は前述の ELC に共催してもらい，COMP-ELC

その中の発表者の 1 人である．

学生シンポジウムと名前を変え実施していた．

CREST においても加藤直樹代表の「ビッグ
データ時代に向けた革新的アルゴリズム基盤」

6. おわりに
研究会の運営はいろいろと大変であるのは事

や岩田覚代表の「大規模システムの最適モデリ

実だが，せっかく幹事になったからには自分た

ング手法の構築」の関係者にも FIT イベント企

ちが参加して楽しく意義のある研究会にしたい

画の計画・実施で非常にお世話になった．

と思い運営をしていた．本研究会での取り組み

その他も多数のプロジェクトの協力を得て，研
究会でのイベント立案等を行い，研究会の活性

の事例が少しでも他研究会の運営の参考になれ
ばと願う．

化を図っている．
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【おめでとう論文賞】

異粒度データ分析のための非負値行列分解に
基づく確率モデル

幸島 匡宏

松林 達史

日本電信電話

日本電信電話

澤田 宏
日本電信電話

このたびは，私どもの論文 [1] に対して電子情

背後にある粒度の細かいデータを表す潜在的な

報通信学会論文賞という栄誉ある賞を頂き大変

変数を導入することがポイントであり，これに

光栄に存じます．日々議論を交わす会社の上司

よって粒度の細かいデータが集約されて粒度の

同僚をはじめ研究会等で有益な助言を下さいま

粗いデータが生成される，というデータの生成

す先生方，これまでに御指導御支援頂いた全て

過程を確率モデルとして記述することができま

の方々にこの場をお借りして御礼申し上げます．

す．こうして定義した確率モデルが分解結果の

本論文では，ユーザ個人を単位とする粒度の

行列間に線形制約を置いた非負値行列分解と等

細かいデータと年代・性別などの属性情報でま

価であると示すことで，効率的なアルゴリズム

とめられたユーザ集団を単位とする粒度の粗い

を導出しています．

データといった，異なる粒度のデータを分析す

本論文は，現在のデータ分析で現れる問題設

る問題について取組みました．現在データ分析・

定を数理的に定式化し，指針となる解き方を示

機械学習技術は非常に多くの領域で利用されて

した点を評価して頂いたのだと考えています．今

いますが，分析の対象となるデータは必ずしも

回の受賞を励みに，より一層研究に邁進いたし

整備されたデータではなく，何らかの意味で性

ます．また，本論文以外にも我々は非負値行列

質の異なるデータを組合わせて扱う機会が増え

分解を用いたデータ分析技術の研究を進めてい

ています．我々の考えた粒度が異なるデータを

ます．2016 年までの成果は文献 [2] でも紹介し

分析するという設定も，例えば自社の持つ個人

ておりますので，御興味ありましたら御覧頂け

単位のデータと，他社から購入した（個人情報

れば幸いです．

保護等の観点から）個人の情報が消された集団

参考文献

単位のデータを分析する際などで現れます．

[1] 幸島匡宏，松林達史，澤田

提案した手法は，非負値行列分解と呼ばれる，
分析対象のデータを表す行列を非負の行列の積
へ因子分解することでデータに潜む潜在的なパ

宏，“異粒度データ

分析のための非負値行列分解に基づく確率モデ
ル，
” 信学論，vol.J100-D, no.4, pp.520–529, April
2017.
[2] 幸島匡宏，松林達史，澤田

宏，“複合データ分析

ターンを抽出する手法を発展させたものです．手

技術と NTF (1) 複合データ分析技術とその発展，
”

法の構築の上では，粒度の粗いデータ（行列）の

信学誌，vol.99, no.6, pp.543–550, June 2016.
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【おめでとう論文賞】

複数等質テスト構成における
整数計画問題を用いた
最大クリーク探索の近似法
石井 隆稔∗

赤倉 貴子

東京理科大学

東京理科大学

植野 真臣
電気通信大学

このたびは，私どもの論文 [1] に対して電子

あり，現在そのユーザー数は何十万に至ってお

情報通信学会論文賞という大変栄誉ある賞を頂

ります. 本論文では整数計画問題を用いて数十

き，誠に光栄です．本論文が完成したのも，多

万程度のテスト構成を可能とし，広く実用化に

くの方々の御指導・御支援の賜物，と感じており

貢献できました．

ます．特段，査読を担当して頂いた先生方には，

本技術は，既に現在，リクルート社の SPI や

大変貴重なコメントを頂きました．また，日頃

IT パスポート試験などの国家試験，医療系大学

から研究を支えている研究室のメンバーも含め，

間共用試験などに応用されており，今後も e テ

本論文に関わった皆様方にはこの場をお借りし

スティングを通して社会的に貢献していければ，

て厚く御礼申し上げます．

筆者らにとっては望外の喜びです．e テスティン

本論文は，現在，急速に普及が進んでいる e

グ・システムが普及するためにはまだ解決すべ

テスティングにおいて，異なる問題項目で構成

き課題が残っており，今後もこの研究を発展さ

される複数等質テスト（同一の能力を同一の尺

せていきたいと存じます．

度・精度で測定可能な試験群）を可能な限り多

今回の受賞を励みに，この後もこの賞に恥じ

く生成できる技術を提供しています．多くの複

ぬよう，一層努力を重ね，研究・開発に取り組

数等質テストを構成することは，試験システム

んで参りたいと思っております．今後も研究に

の全体の信頼性を高めるために，また，受験者

精進し，本学会・社会の発展に僅かでも貢献で

能力の測定誤差を小さくするために必須であり，

きたら幸いです．

試験をいつでもどこでも何度でも受けられるよ

参考文献

うにするために欠かせない技術です．このよう

[1] 石井隆稔，赤倉貴子，植野真臣，“複数等質テスト

な試験では利用可能な複数等質テスト数は多け
れば多いほどよく，理想的には受験者数の数倍
のテストが必要とされます. e テスティングは,

構成における整数計画問題を用いた最大クリーク
探索の近似法，
” 信学論, vol.J100-D, no.1, pp.47–
59, Jan. 2017.

現在多くの組織が切実に必要としている技術で
∗

2018 年 4 月より 電気通信大学勤務
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【ソサイエティ活動】

FIT2018 開催速報
冨森 英樹
富士通研究所

1. はじめに

新たに導入され 36 件の応募があった．また，FIT

今年で第 17 回目を迎える情報科学技術フォー

奨励賞が今年も実施され，一般論文を対象に座

ラム (FIT2018) が 2018 年 9 月 19 日（水）〜21

長の裁量でセッションごとに優秀な発表 1 件を

日（金）の会期で福岡工業大学（福岡県福岡市）

その場で選定し，今回 65 名が受賞された．受賞

にて開催された．開催内容及びイベントについ

者の方々にはお喜び申し上げるとともに，多忙

て，筆者の感想を添えて報告する．

の中，論文評価に御協力を頂いた方々に深く感

2. 参加者数・査読状況について

謝する．

FIT2018 の参加者数は 1,069 名（速報値，若

3. 船井業績賞受賞記念講演

干の差異を含む可能性あり）であった．地方開

船井業績賞は情報技術分野に関する学術また

催ということもあり，昨年度の 1,505 名（東京

は関連事業に対し特別の功労がある方に贈られ

大）と比較し，減少する結果となった．

る賞であり，今年はデータマイニング・知識発見

前回の FIT2017 より査読付き論文を廃止し選

の分野で顕著な研究成果を挙げられ，先駆者と

奨論文制度が導入された．選奨論文の中から最

して当該分野を牽引した，米国イリノイ大学アー

も優秀な論文 3 件以内が船井ベストペーパー賞

バナ・シャンペーン校の計算科学科 Abel Bliss

に，優秀な論文 7 件程度が FIT 論文賞に選定さ

教授である Jiawei Han（ジアウェイ ハン）氏

れる．また，一般論文も含めた全ての発表のう

に贈られた．大会 2 日目である 9 月 20 日（木）

ち一定の年齢制限，会員資格 [1] を満たすものか

に「Transforming Massive Text Data into Struc-

ら FIT ヤングリサーチャー賞が選定される．計

tured Knowledge: A Data-Driven Approach テキ

457 件の選奨・一般論文が応募された（執筆時

ストビッグデータから知識を体系的に創出する」

現在，受賞論文については選定中）．

と題した記念講演が C 棟地下ホールの第一イベ

加えて今回の FIT2018 より，国際会議等で既
に発表された論文を紹介する既発表論文紹介が

図 1. FIT2018 会場（福岡工業大学）
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ント会場で行われ，会場はほぼ全ての座席が埋
まり，大変盛況であった．

図 2. Jiawei Han 氏の記念講演
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本講演では，世の中にあふれるテキストビッ
グデータから知識を体系的に創出するため，大

【ソサイエティ活動】

い心的状態を推定して，留学生や塾での学習に
役立てる事例について語られた．

規模な非構造化データを構造的知識に変えるた

中澤氏（京都大）からは，優しい介護・ユマニ

めの解析手法，多次元テキスト解析や構造化情

チュードと呼ばれる，感情・言語による包括的

報ネットワーク化の手法と，知識の創出法につ

ケアコミュニケーション介護技術について，人

いて語られた．大規模なテキストデータから構

がビデオを使ってスコア化しているところを一

造化を自動で行うための，生のコーパスからセ

人称視点カメラと画像認識を用いて自動的に解

グメント化するためのフレーズマイニングの手

析することでスキルスコアを定量評価し，介護

法，非構造化コーパスの構造化解析のための，エ

現場や家庭介護環境でのスキル向上を自己学習

ンティティの分類と認識，属性解析のためのメ

できるシステムへの取り組みについて語られた．

タパターンの方法論，多面的な分類法，多次元

大内氏（東芝）からは，ラグビーや駅伝での

解析のための TextCube の構築方法について具

映像解析技術のスポーツ分野での応用について

体例を交えて語られた．

語られた．観客席から撮影したビデオカメラ映

4. 展示会・イベント企画

像から選手やボール・白線を画像認識し，白線位

大会中は一般講演の他，6 件の展示と，12 件

置との対応関係からそれらの位置や動きを把握，

のイベントが開催された．その中でも今回新し

更にプレーシーンの自動分類を行い，練習や試

い試みとして，
「機械学習と実応用」と題した

合その場での戦術分析が可能となった．また，他

PRMU/IBISML 共催 CVIM 連催の研究会が，第

スポーツや同技術の他分野への展開や，TV 放

3 イベント会場（D 棟 D25 講義室），第 4 イベン

送との連携の様子が紹介された．

ト会場（D 棟 D37 講義室）の 2 会場を使い，大

上田氏（日産）からは，変革期を迎える自動車

会 2 日目から 3 日目にわたり開催され，FIT 参

からみたときの画像認識や生成，会話理解や生

加者は無料で参加でき，大変盛況であった．

成における AI 技術利用の取り組みが語られた．

次に，筆者が聴講したイベントのうち，大会 2

前方走行車の有無を検出する画像認識処理を拡

日目に第 2 イベント会場（C 棟 C31 講義室）で

張し，車種モデルを特定できるようにし，特徴

行われた「人間を中心としたパターン認識・メ

を可視化解析することで，メーカーらしさの客

ディア理解の技術」の概略を報告する．

観評価に役立てる取り組みの紹介や，カーナビ

人間社会を安心安全でかつ豊かにするため，

等の音声コマンドを改善し，映画の字幕を学習

人間を中心とした情報処理システムの利活用に

したチャットボットによるエモーショナルな会

注目が集まっている．本企画では西山氏（鳥取

話の反応に，会場は笑いに包まれた．

大）の進行で人間を中心とした情報処理システ

5. 終わりに

ムを研究されている 4 名の講演者から，パター

次回の FIT2019 は，2019 年 9 月 3 日（火）〜

ン認識・メディア理解 (PRMU) の技術の活用に

9 月 5 日（木）に岡山大学津島キャンパスで開

ついて講演が行われた．

催される．詳細はホームページ [2] で随時公開さ

黄瀬氏（大阪府立大）からは，人間の経験を

れる予定である．来年も多くの方々の参加を期

リソース化し，勉強の指示等の行動提案のため

待する．

の，
「学び」や「読み」をサポートする，様々なセ

参考文献

ンシング手法の紹介があった，アイトラッカー

[1] http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2018/award.html

やタイプログによる関心，顔表面温度や頭部加

[2] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2019/index.html

速度等で集中やストレスを計測し，学習者の深
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引退雑感
フェロー 若原 俊彦
津田塾大学

筆者は，本年 3 月末をもって 15 年間勤務し
た福岡工業大学を定年退職し，住所を横浜に移
して約 4 か月ほど経過したが，この間に経験し
感じたことを中心に述べてみたい．したがって，
若い研究者にとっては，期待外れのメッセージ
となる可能性もがあるが，その場合には御容赦
頂きたい．

川上先生から学生時代に電子回路等を教わった
が，まさか晩年に講談社学術文庫を著わされた
とは知らず非常に驚いた．因みに佐藤一斎は筆
者と同じ岐阜の出身であり，“少なくして学べば
· · · 老いて学べば死して朽ちず．
” の名言を残して
おり，筆者はこれを座右の銘として人生の指針
にしている．

1. 教育において感じたこと
筆者は同大学の情報通信工学科に 15 年間継続
して勤務し，最近 3 年ほどは FD 活動として日本
技術者教育認定機構 (JABEE)[1] のプログラム
責任者を担当していた．学科としては 2006 年か
ら同プログラムに取り組んでおり，2009 年度に
最初の認定審査を受け 2012 年度の中間審査で 6
年間の認定期間を終了するため，2015 年度に継
続審査を受審することになった．前任のプログ
ラム責任者も定年間際に担当しており，筆者も
これを引き継ぐことになったが，継続審査を受
けるにあたってこれまでの JABEE を振り返り，
2015 年度以前の学生までを対象として JABEE
を終了することにした．この理由は，大学基準
協会の認証評価を別途受けており，学生及び教
員の負担を軽減するためである．筆者は 2015 年
の継続審査の殿を務めることになったが，筆者
の引退時期までにコース受講生が全て修了でき
るよう 6 年間の認定期間が得られ責任を果たす
ことができた．また，本学は工学系の単科大学
のため文系の教員が少ないが，中に文系の熱血
教員もおられ少なからず影響を受けた．この教
員は上寺康司先生と言い，幕末の儒学者佐藤一
斎を研究対象 [2] としており，一斎が高齢になっ
て書き著わした言志四録という書物に述べられ
た志を持つことの大切さを上寺先生から教えら
れた．なお，上述の言志四録を現代語訳された
のが本学会 1969 年会長の川上正光先生であり，

2. 医療において感じたこと
筆者は，福岡に勤務している頃から糖尿病，白
内障・緑内障，前立腺肥大などに罹っており，前
立腺肥大は昨年，手術して解放されたがほかの
病は横浜に引っ越した後も継続して治癒する必
要があり，住まいの近くの病院を探す必要に迫
られた．このためインターネットで病院を探す
こととなり，(1) 病院へのアクセスの良さ，(2) 患
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者に配慮した高度な医療が可能，(3) 患者数・手
術件数，病院指標などの公開状況，の観点から
総合病院を選択した．その結果，福岡の病院で
は指摘されていなかった糖尿による動脈硬化に
起因するとみられる冠動脈の狭窄が分かり，急
遽，カテーテルによるステントの挿入手術を受
けることになった．これにより内科と循環器科
との連携がうまくいっていて，狭心症などの発
作が起きる前に治療して軽く済み，筆者は安堵
した．また，この病院のホームページには，病
院の治療方針や医師・看護師等の紹介などの記
事も紹介され，患者が安心して罹るのに重要な
要件であることを認識した．なお，医療分野に
おいても JABEE と同様，日本医療機能評価機
構 [3] という組織があり，病院機能評価事業を
行っていることが分かった．この事業では，医
療の質を高めるため，“患者満足度” 及び “職員
やりがい度” を基準にして継続的に測定して評
価しており，今後はこれらの指標などもホーム
ページに開示してもらえると更に安心して病院
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を選択できると思われる．実際に受診してみる
と，この病院では患者が多く非常に混雑してお
り待ち時間が掛かってイライラするときもある
が，引退してからの受診でもあり拘束時間は少
なくなったので，多少の待ち時間は止むを得ず
と自分に言い聞かせている．
3. 宗教において感じたこと
筆者は 7 年前に父を，3 年前に母を亡くした
ため，実家はこの 3 年間は空き家状態となり，3
回忌や 7 回忌の法要の際は実家で行ってきたが，
継続して空き家として放置すると社会問題化す
ることになり，その処分の必要に迫られた．実家
では浄土真宗を信仰し門信徒として日頃の勤行
に努めていたので，筆者もこれに倣って引っ越し
後は同宗派の近隣の寺院を紹介してもらい，仏
壇を購入して毎朝お勤めすることにした．住職
の話によれば，最近は檀家制度が崩れつつあり，
お寺との関係が希薄になっており，自分の寺は
息子が跡を継いで僧侶となったので問題は少な
いが，高齢化して跡継ぎに苦慮しているお寺も
増えているとのことである．また，インターネッ
トによる僧侶派遣業などが増加しており，例え
ば Yahoo!で検索しても “お坊さん jp”[4] など数
百以上のサイトが見付かり，従来は不明瞭であっ
たお布施等の額も明示して競争が激しくなって
困っているとの現状も指摘された．今後は，こ
のような僧侶派遣により寺院を介さずに葬儀や
供養が行われ，葬儀の簡略化や墓じまいなどが
進んで寺院の存在価値が問われ，寺院の危機が
指摘されている [5]．しかし，最大の規模である
浄土真宗で最近行われた実態調査では，寺院に
要求されることは “先祖の供養” や “丁寧な葬儀
や法事” など旧態依然の結果であり，危機意識
はあまり感じられない [6]．一方，この危機を先
取りした浄土宗の應典院 [7] では，この 20 年間
にわたり寺院を葬式や供養の場としてではなく，
地域の文化やコミュニティとしての場を提供し
ており，布教や伝道ではなく演劇やコンサート
の上演，公開講演会や NPO によるイベントな
どを開催して社会実験を行っている．この結果，
“葬式をしない寺” は，年間 3 万人の “日本一若
者が集まる寺院” として知られる [8] ようになり，

【フェローからのメッセージ】

コミュニティの中心が寺院になっている．日本の
寺院の数は約 77,330 [9] であり，全国のコンビニ
の数約 56,690 [10] に比べてかなり多く，今後の
コミュニティの核となることが期待される．この
ような寺院の動向に対して “まいてら”[11] では
良きお寺の評価基準として “安心のお寺 10ヶ条”
を定め，Web 上に公開して登録審査を行う試み
も行っていて非常に興味深い．もちろん，このサ
イトでは仏教の宗派を問わない．やはりビッグ
データ時代となり，インターネットから希望す
るデータが得られるようになった現在ではユー
ザの選択権が重要であり，多数の選択肢の中か
らユーザに選ばれるためには，何らかの評価基
準を設けて明らかにし，情報の真偽の判断も含
めて多数のユーザの賛同が得られるサービスを
いかに提供できるかが鍵となろう．
参考文献
[1] 若原俊彦，前田
薫，池田

洋，西田茂人，山元規靖，杉田

誠，“情報通信工学科における JABEE

活動報告—実験科目におけるアクティブラーニン
グの導入—，
” 福岡工業大学 FD Annual Report,
pp.52–58, Feb. 2018.
[2] 上寺康司，“佐藤一斎の「言志四録」にみる「学
び」のための心の工夫，
” 福岡工業大学研究論集，
vol.37, no.2, pp.231–239, 2005.
[3] 日本医療機能評価機構，https://www.jq-hyouka.
jcqhc.or.jp/#accreditation
[4] お坊さん jp，http://obousan.jp/
[5] 鵜飼秀徳，寺院消滅，日経 BP 社，2015.
[6] 真宗教団連合，浄土真宗に関する実態把握調
査，
（2017 年度）報告書，http://www.shin.gr.jp/
activity/event/800/pdf/report2018.pdf?2, Nov.
2017.
[7] 秋田光彦，“これからの寺院の役割とディジタル
メディア〜顔の見える「個人」とつながる，
” 情報
処理，vol.59, no.7, pp.612–615, July 2018.
[8] 秋田光彦，葬式をしない寺―大阪・應典院の挑戦，
新潮新書，Feb. 2011.
[9] 宗教年鑑，平成 29 年版，文化庁，2017.
[10] コンビニ店舗数 2018 年，https://todo-ran.com/
t/kiji/10328
[11] まいてら，http://mytera.jp/
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融合研究の勧め
フェロー 相京 隆
科学技術振興機構

1. はじめに
電子情報通信学会からフェローの称号を頂き，

回路の不良を表現できず，ディレイ故障（ゲー
トの信号変化が論理動作に影響を与えるほど遅

誠に光栄である．集積回路のテスト容易化設計・

くなる）等のパラメトリック故障も対象にしな

故障診断への貢献を評価頂いたことを嬉しく思

ければならないようになり，テスト生成に必要

うとともに，研究，開発，また学会活動において

な時間が更に増大する状況が続いた．

も応援して頂いた皆様に深く感謝を申し上げる．

集積回路の回路規模の増大，及び，新たな故

筆者は現在，長年勤めた半導体企業を定年退

障モデルを対象としなければならない状況にな

職し，科学技術振興機構にて，戦略的研究推進

ると，テストデータ量の増加も集積回路のテス

事業に携わっており，研究領域の運営，推進に従

ト実施時の大きな問題になってきた．集積回路

事している．筆者の企業での経験に加えて，現在

のテスト時間は当時の高価なテスト装置を使用

の仕事に従事しているときに感じたことをメッ

し，その占有時間からテストコストが算出され

セージとして若い方に伝えたいと思う．

るが，テストデータの増大に伴い，集積回路の

2. 企業での研究開発の時代

設計コストに比較してテストコストが大幅に増

まず筆者が集積回路のテスト容易化設計・故障

大し，非常に大きな問題となった．その対策の

診断技術に従事したのは，企業に入って直ぐに

一つとして，従来からある組み込み自己テスト

集積回路の設計自動化ツールの開発部署に配属

(Built-In Self Test) を利用する動きが出てきた．

され，主にディジタル回路の集積回路のテスト，

米国ではかなり早い時点でスキャン設計方式と

シミュレーションの設計自動化ツールの開発に

組込自己テストを組み合わせた方法が提案され

携わったときに始まる．当時はムーアの法則に

ていた [1] が，テストパターンの生成に疑似乱数

従い，集積回路の回路規模は毎年 2 倍の比率で

発生器を使用していたために故障検出率（テス

増大しており，筆者が企業に入ったときには数

トデータの品質，与えられたテストパターンで，

千ゲートの論理回路規模が，あっという間に数

回路内の故障モデルが検出できる割合）に問題

十万，数百万ゲートの回路規模になった．その

があった．そのため，疑似乱数発生器を利用し

ため，設計ツールのアルゴリズム自体も当初の

てテストパターンを生成するときに，疑似乱数

アルゴリズムのままであると 1 チップに必要と

発生器の初期値を何種類かの初期値に変えてい

なる計算機処理時間が，数週間，更には，数か

くことにより，意図的なテストパターンを発生

月に及ぶようになり，アルゴリズムの改善，あ

する手法や，回路内に 0，あるいは，1 を多く発

るいは，専用ハードウエアツールによる処理速

生し，かつ観測もできるテストポイントを挿入

度改善に没頭していた．加えて，半導体の微細

する手法が開発された．

化により，従来からテスト対象としていた縮退

筆者の所属していた企業では，自動テスト生

故障モデル（信号線が信号 0，あるいは，信号

成プログラムで生成したテストパターンを基に，

１に固定されるモデル）だけでは，実際の集積

疑似乱数発生器で生成したテストパターンと比
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較し，テストデータの異なるビット位置を反転

習，AI，あるいは，情報処理の技術の進展によ

させる回路を導入することにより，テストデー

り，これらの技術を既存分野と組み合わせるこ

タ量と故障検出率の問題を解決した [2], [3]．当

とで，新たな地平を開こうというものの一つで

時の米国の設計自動化ツールベンダでも，詳細

ある．

は異なるが自動テスト生成プログラムと組み込

私の担当している研究領域は，各種計測技術

み自己テストを組み合わせた手法で対応し，現

と高度情報処理を融合することにより，これま

在では大規模なディジタル回路のテスト容易化

では捉えられなかった物理量・物質状態やその

設計手法の主流となっている．

変化あるいは潜在要因等の検出，これまでは困

このようにダイナミックに発展している研究

難であった測定対象が実際に動作・機能してい

領域に関わっていると，次から次へと目の前に

る条件下でのリアルタイム計測等を実現するイ

課題が出現し，それを解決するために研究・開

ンテリジェント計測・解析手法の開発とその応

発を行うことにより，新しい成果が達成できる．

用を目指す研究課題を支援するものであり [5]，

そのような研究領域に身を置くことが大きな成

これは正に融合研究の一つであると考えられる．

果を出す上で非常に重要である．そういう意味

4. おわりに

で，私はとても幸運であったと思われる．残念

以上述べたように，発展し成熟した研究領域

ながら，現在はこの領域はある程度成熟してお

であっても，複数の領域を統合させる融合研究

り，昔の様に次から次へと課題が出てくる状況

とすることにより，新たな展開が開ける．

ではなくなっていると思われる．
3. 融合研究の時代

このように，現在は計算科学，AI 等，情報・
システムソサイエティの皆さんの研究・開発が，

現在の職場では，国が定めた方針の下で戦略

いろいろな分野で必要とされている．若い研究

的な基礎研究を推進し，社会・経済の変革をも

者，技術者の皆様も様々な方向にアンテナを高

たらす科学技術イノベーションを生み出す，新

く上げて融合研究を進めて頂きたいと思う．

たな科学知識に基づく革新的技術のシーズを創
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[1] P.H. Bardell and W.H. McAnney, “Parallel

業の一つの研究領域を担当している．
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【フェローからのメッセージ】

国際会議，やってみませんか？
フェロー 杉山 将
理化学研究所/東京大学

筆者は，東京工業大学の修士学生の頃から機械

国際的なネットワークを作りましょう

学習の研究を始めました．そして，20 年たった今

日本はこれまで，アジアのリーダーとして世

でも同じような研究を続けています．その間，本

界にその存在感を示してきた国だと思います．し

学会 ISS の NC 研究会，PRMU 研究会，IBISML

かし，少なくとも筆者が関わっている機械学習の

研究会などで多くの研究者・技術者・学生の方々

分野においては，アジアでは中国が強力なリー

と議論する機会を頂き，また研究会運営の経験

ダーシップを発揮しています．韓国も最近は国

も積ませて頂いています．今回，このようにお世

際的な存在感を大幅に増していて，残念ながら

話になってきた電子情報通信学会のフェローに選

日本の存在感は相対的に大きく低下しています．

んで頂けたことを，大変嬉しく思っております．

実際，機械学習の国際会議の運営に携わってみ

一方，国内の学会だけでなく，海外の学会に

ますと，そこで痛烈に感じるのは，圧倒的な欧

も興味があります．Neural Information Process-

米のリーダーシップです．主要国際会議では，欧

ing Systems (NIPS) には 20 代後半からほぼ毎年

米の大学・研究所・企業に所属する研究者が実行

出席しています．30 代になってからは Interna-

委員やプログラム委員を務めており，仲間が仲

tional Conference on Machine Learning (ICML)

間を呼ぶ体制のため，アジアの組織からの運営

や International Conference on Artificial Intelli-

委員はほとんどいません．しかし，中国や韓国

gence and Statistics (AISTATS) にも出席するよ

には欧米の組織に所属している研究者・技術者

うになり，Asian Conference on Machine Learn-

がたくさんいますので，国際学会でも一定の存

ing (ACML) の立ち上げ・運営にも関わってい

在感があります．一方，日本は国内の組織に所

ます．40 代になってからは，NIPS のプログラ

属している人がほとんどで，国際学会でも日本

ム委員長と実行委員長を務め，そして来年は

人だけが集まって雑談していることも多く，国

AISTATS のプログラム委員長を担当すること

際的なネットワーク力で他国に大きく差をつけ

になりました．

られています．

これら機械学習の国際学会は年々規模が増大

これらの状況を打開すべく，多くの日本人研

していますので，その運営はもちろん楽な仕事

究者は，レベルの高い国際会議に論文を通そう

ではありません．人によっては，学会運営に時

と必死に努力されていることと思います．国際

間を割くくらいならば，自分の研究をもっと頑

的なネットワークを構築するためには，国際会議

張るべきだとおっしゃるかもしれません．しか

に頻繁に参加することは当然必須ですし，そこ

し，これらの国際学会の運営活動を通して多く

で論文を発表することももちろん重要です．し

の著名な研究者と知り合うことができましたの

かし，筆者が本当に大切だと思うのは，国際会

で，少なくとも筆者にとっては，自分の研究の

議で仲間を作ることです．実のところ，口頭発表

発展にも大きく役立っています．

セッションに参加して一生懸命講演を聞くこと
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よりも，コーヒーブレイクでの雑談，ポスター

な学生と簡単に仲良くなれます．若手の研究者

セッションでの個別議論，ホテルやレストランで

は，小さい規模でもよいので，是非国際ワーク

の食事を通じたインフォーマルな交流の方が重

ショップを企画してみて下さい．近い分野の研究

要だと思っています（今どきは，口頭発表はネッ

者とのネットワークが格段に広がります．そし

トで見られたりしますし）．また，国際会議の前

てベテランの研究者は，積極的に国際会議の運

後に，近所の大学や研究所等を積極的に訪問し

営に携わって頂ければと思います．委員長など

て，講演や議論をするなど個人的なネットワー

は自分から立候補できない学会が多いかと思い

クを作ることも，とても有意義だなと思います．

ますので，周りの研究者に推薦してもらわなけ

国際学会の運営に関わってみましょう

ればなりません．そのためには，国際的なネッ

国際会議のプログラム委員長をやりたいと思っ

トワーク作りを継続的に行う必要がありますの

ている人はいますでしょうか？ 若手の研究者の

で，必ずしもハードルは低くないかもしれませ

中には，学会運営というのは年配の偉い先生が

ん．しかし，このような活動は今後の日本の科

やるもので，自分は関係ないと思っている人も

学技術の発展のためには欠かせませんので，努

いるかもしれません．実際のところ，最近は国

力する価値は十二分にあります！

際会議の規模が爆発的に大きくなりましたので，

最後に

ある程度経験のある人でないと会議の運営は難

日本には，電子情報通信学会をはじめとして，

しいかもしれません．一方，主要な国際会議に

活発な国内学会があります．これまでも様々な

付随するワークショップは，欧米の博士学生が中

場面で議論になっているかと思いますが，活発

心となって企画しています．最近は，中国や韓国

な国内学会の存在が，日本の強みであり弱みで

の研究者・学生も，ワークショップの企画にかな

もあります．実際，国内学会のおかげで学生が

り積極的です．しかし，残念ながら日本人が国際

研究発表できる機会が増え，若手の研究レベル

ワークショップを企画することはほとんどなく，

の向上に大きく貢献しています．また，国内学

国内のイベントの企画に関わるのが精一杯とい

会を通して大学と企業の研究者・技術者が気軽

う雰囲気です．残念ながら，日本はここでも他

に議論することができ，共同研究や人材交流の

国から大きく遅れを取っていると感じます．

促進につながっています．しかし他方では，日

今，日本の研究力が大きく低下していると言

本語での論文執筆・口頭発表を目標にしてしま

われています．この危機を乗り越えていくため

い，研究成果を世界に向かって発信する努力を

には，ただ純粋に研究を頑張るだけでなく，ビ

怠ってしまったり，国際的なネットワークを構

ジョンを持って国際的なリーダーシップを発揮

築することに対して消極的になってしまったり

していくことが重要だと痛切に感じます．国際

という弊害もあるでしょう．

学会の流行りに乗り遅れないよう一生懸命勉強

国内学会か国際学会か？

という議論はこれ

するのではなく，国際学会のトレンドを自分た

までに何度もされていますが，二者択一ではな

ちで作っていかないといけないのです．そのた

いと思います．結局は，両方ともバランス良く

めには，学会を運営するのが近道です．学生の皆

携わっていくのが重要なんだと思います．筆者

さんは，国際会議のボランティアなどに応募し

自身も，皆さんと力を合わせて，これからの情

て，学会運営のお手伝いをしてみて下さい．プ

報分野の更なる発展に少しでも貢献できればと

ログラム委員長の有名な先生や，同世代の優秀

思っています．
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NII 湘南会議から世界への発信
伊藤 貴之
お茶の水女子大学

1. NII 湘南会議とは
NII 湘南会議∗1 は，国立情報学研究所 (NII) が，
世界トップクラスの研究者を日本に集め，情報
学の課題を合宿形式で集中的に議論する研究集
会である．神奈川県の湘南国際村センター（図
1, 2）に集合し，4 日間または 5 日間∗2 の日程で，
国際的に有名な 25〜35 人程度の研究者が議論を
交わす形式となっている．この形式は情報学の
研究者の間で旧来から知られるドイツのダグス
トゥール会議∗3 と同様の形式である．

図 1. 湘南国際村センターの宿泊室

会議を企画し開催するための段取りは以下の
とおりである．まず最低 1 名のアジアの機関から
の研究者を含む 3〜4 名（原則 3 名）のオーガナ
イザを構成する．そしてオーガナイザから特定
の研究課題に関する申請書を提出し，レビュー
を受ける．この申請書には，研究課題のスコー
プ，想定される招待研究者陣，オーガナイザの
経歴や業績などを記載する．レビューの結果と
して申請書が採択されたら，NII 湘南会議事務
局がオーガナイザーと日程を調整し，オーガナ
イザーのリクエストを基に各研究者に招待状を

図 2. 湘南国際村センターの外観

発送して一定の参加予定者を集め，当日を迎え
る．会議期間中はオーガナイザが進行役を務め
て議論を進める．そして会議終了後には報告書
を提出する．
課題の規模は筆者の経験でも大変まちまちで
∗1

https://www.nii.ac.jp/about/international/shonanmtg/

∗2

筆者の過去の経験では，日曜夜に集合して月曜朝から議
論を開始し，木曜昼に解散，という日程が多い．

∗3
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https://www.dagstuhl.de/

ある．一つのトップ国際会議のスコープを網羅
するような俯瞰的な課題，あるいは逆にトップ
国際会議の一つのセッションを切り出したよう
なピンポイントな課題，また国際会議の会議名
やセッション名に見られないような新たな切り
口で考案された課題も見られる．
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2. 筆者がオーガナイザを務めた会議
筆者はこれまでに以下の 5 回の湘南会議でオー
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の研究者で俯瞰的に議論し合い，章構成の策定
から添削・校正に至るまで共同作業体制に徹し

ガナイザに加わっている．

て書籍を発刊した．このようなプロセスに加わ

• Big Graph Drawing（2015 年 1 月）

れる機会はそう頻繁にあるものではない．日本

• Immersive Analytics（2016 年 2 月）

に湘南会議がなかったら，筆者はオーガナイザ

• Dynamic Networks Visual Analytics（2016 年 8

チームに呼ばれていなかったかもしれない．湘

月）
• Immersive Analytics for Network and Trail
Sets Data Analysis（2018 年 12 月予定）

南会議という素晴らしい場所を企画して下さっ
た NII には感謝に堪えない．
もっとも，湘南会議は書籍発刊のような本格

• The Moving Target of Visualization Software

的な成果をノルマにしているわけではない．筆

（2019 年 2 月予定）

者が参加したほかの湘南会議では例えば，1 本

これらの会議の中でも，最も本格的な成果を

のポジションペーパーを投稿する，国際会議の

出した Immersive Analytics について紹介する．

併設ワークショップを企画する，といったカジュ

Immersive Analytics とは，仮想現実・拡張現
実空間に情報可視化・インタラクション・協調シ

アルな形での成果も議論されてきた．
3. 湘南会議に参加してみて

ステムの仕組みを導入することにより，没入型

湘南会議が開始されたのは 2011 年，くしくも

環境にて情報の分析や観察を支援するシステム

東日本大震災があった年である．筆者は震災の

を構築する研究課題である．筆者ら 8 名は Im-

後，海外の研究者はしばらく日本には来てくれ

mersive Analytics のオーガナイザチームを組み，

ないのではないか，と心配していたものである．

この研究課題の集大成ともいうべき 1 冊の書籍

湘南会議の事務局も当時かなり心配をされてい

発刊に向けて議論を開始した．そして 8 名のう

たと伺っている．それが現在では，湘南会議は

ち 4 名で湘南会議に，残りの 4 名でダグストゥー

情報学の様々な分野で大変な人気だそうで，採

ル会議に申請書を提出し，どちらも採択された．

択されてから会議開催までそれなりの期間を要

2016 年 2 月に開催した湘南会議では Immersive

することが多くなっている．また最近では，有

Analytics に関する課題や話題を摘出した．これ

力国際会議が日本で開催される機会が増えたこ

を受けて，2016 年 6 月に開催したダグストゥー

ともあって，筆者の周囲では有力国際会議の前

ル会議では書籍の構成を議論し，更に各章に対

週または翌週に湘南会議を実施したいという海

応するチームを構成し，各チームにて各章の詳

外研究者の声もよく聞こえている．

しい構成を議論した．その後 1 年以上にわたっ

さて，少なくとも筆者の周辺では，湘南国際

て，約 50 名の著者陣により執筆作業と Skype 会

村センターは海外からの研究者に大変好評なよ

議を繰り返し，2018 年 6 月に原稿全体を脱稿し

うである．羽田空港・成田空港からさほど難し

た．本書籍は 2018 年秋に Springer 社から世界

くない経路で到着できるわりには，地理的にほ

各国で発刊された∗ ．

どよく孤立した場所にあって，議論に集中でき

2016 年 2 月の湘南会議から 2 年半もの時間を

る環境が整っている．会議室は常に 4 室確保さ

掛けて，一つの研究分野を世界各地の約 50 名

れているため，細かいグループに分かれての密
接な議論が可能である．センター内にはプール

∗

https://www.springer.com/us/book/9783030013875

や卓球台があり，また往復 5 km 程度の軽いハイ
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キングコースもあって，リフレッシュの手段に

して湘南会議に参加したこともある．もちろん

も事欠かない．センター内で提供される食事や，

ながら，研究の議論にオーガナイザもそれ以外

夜の懇親の場となるラウンジスペース，鎌倉の

の参加者も関係ない．とはいうものの，オーガ

観光地へのエクスカーション（図 3）なども，海

ナイザを務めることで得るものは非常に大きい．

外からの参加者に大変な好評である．これらの

まず申請書を作成する時点で新しい研究課題に

環境は研究者間の交流を深めるには絶好の環境

ついて思いを馳せる時間ができるし，会議当日

であることは間違いない．

も研究課題を俯瞰しデザインする位置に立つこ

筆者は何度か湘南会議をオーガナイズして，

とができる．続いて多数の招待者に連絡を取る

日本が好きな研究者が予想以上にたくさんいる

時点で多くのインタラクションができるし，会議

ことを実感している．このような研究者の方々

当日も同様にオーガナイザには参加者との多く

は，今後も湘南会議の招待に喜んで来日してく

のインタラクションが控えている．つまり，人脈

れるであろう．日本の情報学の国際体制を強化

形成を目的として湘南会議に参加するのであれ

するためには，この機会を有効活用しない手は

ば，オーガナイザは非常に得な立場なのである．

ないと考える．

筆者の研究室学生の卒業研究や修士論文の課

なお筆者の周囲に限って言えば，オーストラ

題の中には，筆者がオーガナイザを務めた湘南

リアの研究者が湘南会議の開催に非常に精力的

会議で得た議論が参考になっている研究課題が

である点も特筆に値する．オーストラリアは北

幾つかある．また研究室の国際的な活動という

米やヨーロッパから非常に遠く，自国で研究集

意味でも，研究室学生の短期研究留学や国際共

会を開催しても参加者集めに苦労するという話

同論文などの実現，また筆者自身が国際会議や

をよく聞く．そこで日本の研究者と協力して，湘

セミナーの招待講演者として呼ばれるなどの機

南会議によって世界各国の研究者を集めること

会に繋がっている．筆者の経験からいってオー

で，新しい研究分野を主導的にデザインする，と

ガナイザはとても得るものが大きい立場である

いう手段が有効になるわけである．

と言える．国際色の強い研究生活を送りたい研

4. オーガナイザに立候補してみよう

究者にとって，湘南会議のオーガナイザは非常

筆者はオーガナイザではなく単なる招待者と

に有益な機会と言える．本記事の読者の方が将
来オーガナイザに誘われることがあったら，快
く引き受けることを勧める次第である．

図 3. エクスカーションの夕食

22

情報・システムソサイエティ誌 第 23 巻第 3 号（通巻 92 号）

【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 30 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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▼皆様の御協力を賜りつつ，編集主担当の経験をさせて頂き，感謝しております．素晴らしい記

事が集まりましたので，一人でも多くの方にお読み頂きたいと思います．
（主担当 高橋）▼素晴らしい記事を
お寄せ下さった方々，編集委員会の方々，素敵な表紙を御提供下さった橋本様，校正・組版・製本等を御担
当の三美印刷様，そして読者の皆様に感謝いたします．
（副担当 日置）▼初めて担当させて頂きました．著
者の皆様，三美印刷の皆様，編集委員会の努力の賜物です．苦労した分，面白い内容になったと思いますの
で，是非お読み頂ければと思います．
（副担当 平野）
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