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【巻頭言】

ヒト・社会・テクノロジー
川村 龍太郎
日本電信電話

三つの話を．10 年ほど前，通信と情報処理が

本的欲求や幸福論も紐解いたが，そこからも答

消費するエネルギーの仕事に関し，ある大学名

えは見付かっていない（学生さんの中には「そ

誉教授の先生を訪ねた．その電力量は当時時点

んな難しい話ではなく単なる暇つぶし．今まで

で日本全体の約 6%にまで増加し，その CO2 排

よりちょっと良い暇つぶし方法ができただけ」と

出量が地球環境への影響を考慮する状況になっ

の意見もあるが）．

ていた．急増する通信量に対して，これまでは光

最後の話．7 年ほど前，ある学校のアイデアコ

ファイバや無線通信技術，半導体技術等の技術

ンテストに参加した際，中学校低学年らしき少

革新により成長を実現してきた．しかしそれら

女が「亡くなった祖父と話せる電話」が欲しい

にも理論限界が近づき，私たちは本質的な問い

と発表し，会場に「笑い」が起きたのを覚えて

に対峙せざるを得なくなるだろう．つまり，ネッ

いる．人類にとって，失われることの保存，更

トにより得られる恩恵と，その代償としての地

には生命の復活や不死への欲求は古来より本質

球汚染リスクを天秤に掛け，バランス点を見付

的なものの一つのようだ．さて，笑いが起きて

けることである．前出の先生は，人間が利用す

からたった 7 年後の今日，もし彼女のお爺様が

るモノと，その獲得に要するエネルギーとの関

存命中に相応時間分の会話が録ってあれば，現

係の大家だ．予想していたが，次の問いはその

在の技術はそこから思考傾向や音声までを驚く

「恩恵」とは何で，その大きさをどう測るか．更

ほどのレベルで再現することができる．これに

にその恩恵を紐解くと「人間の幸福や価値観，宗

ネットから得た今の話題を加えれば，もし少女

教観」に容易にたどり着く．しかしそこにたど

が知らなければ，亡くなったことに気付かない

り着くことは分かっても，それらを直接天秤に

ほどの会話をする計算機上のお爺様エージェン

乗せることは依然難しい．

トができるだろう．

二つ目の話．ここで書くまでもなく，現代で

さて，相関のない三つのお話をした．どうも

電車に乗ればほとんどの世代の方々が（もちろ

私たちは情報（データ）と通信を今後どう使っ

ん筆者も）スマートフォンに必死に対面してい

ていくのかの分岐点的時代に立っているような

る．よく考えるのは，この強烈な「引力（魅力）」

気がする．そんなことをあれこれ考え，色々な

はどこから生まれ，20 年後に私たちはこの光景

方の御意見に耳を傾け，書籍も拝読してきたが，

をどのような感情で振り返るのだろうと．私た

最近かなり腑に落ちる本に出会った．現在ベス

ちが昔のポケベルに抱く感情と同じなのか違う

トセラーになっているので読まれた方も多いと

のか．この十数年幾つかの大学での授業機会を

思うが，Y.N. ハラリの「ホモデウス」という著

利用し，毎年同じ質問で若者に問い掛けてきた

書．やはりヒトそして社会はとても大きな変化

が，そこからは腑に落ちるものを見付けること

の局面にいるようだ．変化は常に半分不安で半

ができていない．つまり最先端の当事者自身で

分エキサイティング．それが自分たちでコント

も分からない．また，ここまで一様に爆発的で

ロールできるか否か，私たちにとって幸福と思

あるからには，ヒトの本質的な欲求に根差して

える方角に向かっているのかどうかも分からな

いる部分が必ずあるはずとの仮説で，人間の基

いのでなおさら．
3

【インタビュー (SUSC 研究会)】

情報・システムソサイエティ誌 第 23 巻第 4 号（通巻 93 号）

研究会インタビュー

ソサイエティ人図鑑

No.24

川原 圭博さん
所属：東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授

分野：ソフトロボット，無線給電，ユビキタス，
デジタルファブリケーション，ウェアラブル，
センサネットワーク，モバイル，情報ネットワーク

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

— まずは，研究についてお聞かせ下さい．

たスマートウォッチから指に着けたリング型入
力デバイスへ給電したり，自由に切り貼りでき

「万有情報網」というコンセプトの下，50〜60

る無線給電シートを床や壁に貼ることで，物理

のプロジェクトを指揮しています．そのほとん

的配線なしに給電したり．人体への悪影響をよ

どが ERATO のプロジェクトです．JST から IoT

く質問されるんですが，パスを動的に決められ

分野でお声がけ頂いたんですが，次世代の IoT

るので，人体を避けて電力を送れるため安全で

に本質的に求められるものは何か．いろいろ考

す．無線給電シートは柔らかく，かつ電磁界共

えて，コンセプトを練り上げました．万有引力

振結合という技術を使っているので，ポケット

のように，身の周りに情報網が当たり前にある

やカバンの中に入れたままとか，お気に入りの

世界，そしてデジタルデバイスがどこまでも自

家具の上にポンと置いておくだけで充電できる

然な存在として生活に寄り添い，欠かせないも

ようになります．

のとなっていく世界．そのための基礎・応用研
究をしています．

次に，デジタルファブリケーション．3D プリ
ンタや銀ナノインク，コンピュータを使ってモ

代表的な研究をご紹介しますと，まずは，無

ノをデザインするのですが，最近は折り紙に着

線給電．私は IoT 機器の一番の課題は，エネル

目しています．3D プリントは魅力的な製造装置

ギーだと思っています．しかし，いろんなもの

ですが，コストが高いし，スピードも遅い．一

が埋め込まれたコンピューターの給電について，

方，紙など二次元での印刷は高速で，電子回路

今の多くの研究はポイント to ポイントの効率向

を盛り込むこともできます．折り紙ロボットと

上に焦点があたりがち．例えば，携帯電話と充

いうのがありまして．形状記憶合金を入れて，ピ

電器が，お互いに止まっている状況で効果を最

ンセットで上手に折りながらセグメントを縮め

大化するような研究が盛んです．私たちはそこ

て，前に這うような動きを生成できます．従来

から一歩前に進んで，ヒューマンファクタを考

は配線フィルムの折り目で断線していたんです

慮しながら，エネルギーを空間内でやり取りす

が，急に曲げても配線が断線しない工夫を取り

る環境を研究しています．例えば，手首に着け

入れました．今，力を入れているのは，カブト
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【インタビュー (SUSC 研究会)】

ムシのような甲虫の羽のデジタルファブリケー

たときに環境との摩擦がどう変わるかだけを入

ション．甲虫は硬い鞘翅（さやばね）の下に，柔

力しました．すると蚕と尺取虫とミミズの動き

らかくしなやかで，折り畳み可能な翅を獲得し

方の違いがコンピュータ上でも再現できました．

たことで，行動範囲を広げました．今のドロー

蚕は縮んだときに足が浮いて摩擦が減って，波が

ンはトンボのように大きなむき出しの羽が付い

後ろから前に行く．尺取虫は体の真ん中をぎゅっ

ているので，枝に引っかかったりして落ちます．

と持ち上げる．ミミズは体の一部を縮めて膨ら

甲虫のように折り畳める羽をデジタルファブリ

ませて壁に押し当て，得た摩擦を引っかかりに

ケーションで作り出せば，もっと逞しいドロー

して進むので，波が前から後ろに行く．タイミ

ンができるのではないかと考えています．

ングと摩擦の組み合わせで，動きのデザインを
表現できることが分かりました．
それから，農業などに使うセンサ開発です．
2011 年頃から，農業現場で使える低コストセン
サの研究を始めました．土壌の水分を計測して
無線で飛ばす．そのデータを基に水やりを最適
化する仕組みでして，土の中の，本来は見えな
い情報を掘り起こします．2013 年に発表した銀
ナノインクを使った回路技術を導入して，2015

研究をしていて思うのは，今の IoT に根本的

年にはベンチャーを立ち上げ，熟練の農家さん

に欠けているのは動きのデザインなのではとい

でも納得できる精度のセンサを提供できるよう

う点です．ロボットというと，硬くて，高速に

になりました．これからは AI と組み合わせて，

動けて，馬力も出るみたいなイメージが多いん

それまで経験や勘に頼っていた部分を上手に補

ですが，自然界に目を向けると必ずしもそうで

完しながら，作物の栽培自動化ができればと考

はありません．むしろ虫のように微小で，柔ら

えています．例えば，事業をお手伝いしている

かく，シンプルな生物の方が図太く，独自のミッ

果実堂さん．熊本にある，ベビーリーフの出荷

ションを達成しています．数ある中で，私たち

額日本一の農業生産法人なんですが，精密に水

は芋虫に大きな可能性を見いだしています．芋

やりを管理することで，通常の収穫回数，年 8・

虫は，おそらく地球上で最もシンプルな形状で，

9 回転を年 14 回前後まで伸ばしています．これ

少ないニューロン数で，驚くべき器用な振る舞

から導入コストをかけてでも，センサや AI を

いを見せます．骨があって筋肉があって，神経

使った農業を実践される事業者や農家さんが増

も発達していたら，洗練された動きができるの

えてくるかもしれません．

は当たり前なんですけど，芋虫はミニマムな筋

どの研究も，根底には「テクノロジーだけ研

肉と神経で，環境を骨格としながら上手に動く．

究していれば良いよね」とは異なる思想が流れ

掴んだ枝も骨格の一部になるんです．最近の成

ています．新しい技術が与えられたとき，ヒト

果で興味深いのは，強化学習を使った制御法則

がどのように使い始めるのか，そのときどのよ

の獲得シミュレーション．柔らかいボディのロ

うな問題が起きるのか．そうしたヒューマンファ

ボットがどのように動きを獲得するのか，単純

クタを十分に考慮しつつ，世の中に役に立つ技

にボディの一部が伸縮する条件と，収縮伸張し

術を生み出すことが肝心です．そのためには，ビ
5
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ジネスの視点も必要だと考えています．見せ方

変化を起こせるんです．

がうまいねとよく言われるんですけど，単に綺
麗なスライドを作っている，かっこいい製品を
作っているわけではなくてですね．そこに至る
までに，綿密にデザインを積み上げているんで
す．総合デザインというか，時代の流れと最先
端技術とをうまくすり合わせる．研究の社会と
の調和を考えると，ベンチャーの立ち上げは有
効です．論文発表でも世の中にある程度の影響
を与えることはできますが，会社を作ると桁違
いの反響があります．次々にリリースされる情
報，生産されるプロダクト．それを誰かがお金
を出して，実際に触れて，満足や感動を得る．ビ
ジネスだからこそ生み出せるインパクトがあり

— 現在に至るまでの経緯をお聞かせ下さい．

ます．研究を進めていく中で，成果を世の中の

子供の頃からモノを作ったり壊したりするの

役に立てたいなら，やっぱりベンチャーは作ら

が好きでした．原点というほどのものでもあり

ないといけないなと感じますね．

ませんが，小学生のときはミニ四駆ブームで，い

— やりがいや達成感を感じる瞬間についてお聞
かせ下さい．

ろいろと改造しましたね．中学に入るくらいか
ら情報系への興味が増してきて，見よう見まね
でパソコンを．キャリアとして情報系を意識し

私たちが研究した技術で，皆さんが驚くのを

だしたのは，大学に入ってからです．大学に入学

見る瞬間でしょうか．人は本当に驚くと，子供

したのが，Windows95 がリリースされた翌年の

のように目を輝かせるんですね．印象的だった

1996 年．Windows95 で何かが変わるらしいぞ．

のは，インクジェットで紙の上に回線を書いて，

インターネットで何かが変わるらしいぞ．イン

電池をそこに置くとライトが光るワークショッ

ターネットや分散型コンピューティングという

プをしたときでした．自分が描いた線が電気を

キーワードがビンビン心に刺さりました（笑）．

通して，目の前で明かりがつきます．これは魔

学年が進んで，専門を決める．どうやら時代は

法に近くて，皆さんが無邪気に喜んでくれまし

インターネット．インターネットを知らないと，

た．無線給電もロボットも，うまく動いてるの

食っていけないかもしれない．半ば期待と強迫

を見ると，素朴な感動があります．科学者にも

観念とを抱きながら，研究室の門を叩きました．

いろんなタイプがあって，自然の神秘を解き明

感覚としては，今の AI ブームに近いかもしれま

かすパターンと，直接的に世の中の役に立つ研

せんね．

究をするパターンとがあると思うんですが，私

修士になる頃には，産業として流行っている

は後者です．新しい技術はヒトの生活様式・行

ことと，大学として将来を見据えてやっている

動様式をガラリと変えます．科学者，エンジニ

ことのギャップが見えてきました．同じことを大

アはその技術を自分の手で作り出せます．これ

学がやっても，企業には勝てないんですね．で

は何ものにも代えがたい喜びですね．世の中に

あれば，企業がチャレンジしない，当面実現しそ
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【インタビュー (SUSC 研究会)】

うもない，ワクワクする未来のシナリオを研究

学は研究をより社会に近づけられますし，企業

テーマとして扱おう．それがセンサネットワー

は売り上げを伸ばせる．結果，社会にも良い影

ク，無線センサだったんです．データセンタにあ

響を与えて，世の中がガラリと変わると思うん

る巨大なサーバでやっていたデータ処理が，や

です．産業界も大学も，お互いがお互いをもう

がて米粒大のチップで高速処理ができるかもし

ちょっと上手に使い合える関係性ができると良

れない．今でいう IoT．センシング能力，考える

いですよね．TLO だけで全先生の全研究を把握

能力，通信する能力が，モノの中にもれなく入

するのは難しい．先生一人一人の意識も変えて

る日が来るにちがいない．その日のために，ネッ

いきたい．なので，産学連携のモデルをたくさ

トワークの作り方，システムの最適化の研究に

ん作って，交流を促進できればと考えています．

没頭しました．修士に入ったのが 2000 年．十数
年たって，ようやくビジネスに使われるように

— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．

なってきたわけです．多くの研究者は，よりオー

アウトドアでしょうか．小学生の子供 2 人と

バーヘッドが少ない，電力消費が少ないソフト

キャンプに一緒に行くことが増えました．アウト

の研究に閉じていたんですけど，いくらソフト

ドアのきっかけは農業研究が大きいんです．我々

を突き詰めてもハードが伴わないと技術の進化

のセンサを使っている日本全国の農家さんを訪

はないのではないかと考えていました．それで，

問して，農作業のお手伝いをさせてもらうんで

2007 年頃に低コストのハード開発に舵を切りま

すが，北は北海道帯広から，南は鹿児島県沖永良

した．2011 年にジョージア工科大学に留学して，

部島まで．山梨のワイナリーで，研究室全員でぶ

プリンテッドエレクトロニクスでアンテナを作

どうの収穫を手伝ったこともありました．ああ，

る研究室で技術を研鑽しました．

この作物はこうやって育つんだなと，自然の循

— 今後の展望についてお聞かせ下さい．

環を肌で感じる．技術は研究室の中だけで完結
できないんですね．現場でどう生かせるか，本

今の IoT は既存のコンピュータのミニチュア

当に農家さんが使える技術とはなんなのか．農

版としてしか進化していないので，給電や動き

作業は楽しくて，好きです．凝り性なので，儲

の分野で大きな支障が出てきます．今の情報機

からないと思いますけど，作ったベンチャーの

器に必要なものは「逞しさ」．自然の中で虫や

一つが大当たりすれば，どこかで農業をやって

微生物がそうであるように，滑らかな動きに加

いるかもしれませんね．

えて，エネルギーの循環をもする電子システム，
電子デバイスの構築が求められます．こうした
私たちのビジョンを実現するために，企業さん
との連携をより深めていきたいですね．大学は
与えられた上質な問題を説く能力はありますが，
現場で問題解決する力や社会に価値を浸透させ
る力が非常に弱い．一方，企業は社会の問題を
解決する力，価値を提供する力はありますが，成
長するにつれて，その企業単体では解けない問
題・ひずみが出てきます．この二つが組むと，大
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非技術要件を議論しよう
井原 雅行
日本電信電話

サイバーワールド (CW) 特別研究専門委員会
は，2005 年の設立以来，特別研専ながら計 40 回

して個人情報を利活用する際にどのような点に
留意すべきかを事例を交えてお話し頂いた．

の研究会を開催してきた．その特徴は，扱う技

• 個人情報

術分野を特定していないことである．ある特定

• 要配慮個人情報

の技術分野を深めることを目的とする研究会が

• 個人データ

多い中で，この特徴は異色と言えるであろう．毎

• 保有個人データ

回，開催テーマを設定し，応用面，産業面，社

• 匿名加工情報

会実装を意識した議論を行っている．開催規模

これらの各概念の定義の違いを明確に区別で

としては小さいものの，毎回，招待講演者をお

きている IT 研究者はどれくらいいるであろう

呼びし，普段なかなか聞けないサービス開発現

か？

場の生々しいお話や，IT とは異なる分野の専門

置され，被験者を用いた技術の評価，検証も慎

家のお話を伺う中で，技術の在り方を議論して

重に行うことが求められており，不要な炎上を

いる．

避ける意味でも，法律をよく理解した上で研究

この研究会のもう一つの特徴的な活動として，

昨今，企業でも大学でも倫理委員会が設

開発を進めることは重要であろう．

情報科学技術フォーラム (FIT) におけるイベン

2 人目の講師は九州大学大学院法学研究院の入

ト企画が挙げられる．2005 年の研究会設立以

江秀晃様にお願いし，市民個人のエンパワーメ

来，毎年，イベントを企画してきた（2016 年を除

ントについてお話し頂いた．人間の諸活動が IT

く）．時代時代のトレンドに着目し，バラエティ

によって置き換えられたり法によって制約を受

に富んだ企画を考え，実施してきた．本稿では，

けたりという，人間疎外や抑圧というマイナス

FIT2018 で企画したイベントを御紹介する．

面に着目するのではなく，むしろ IT と法によっ

FIT2018 イベント企画は，
「IT と法，交渉ご

て個人の能力が拡張される側面を改めて注目す

と」というタイトルで行われた．IT が社会基盤

ることで，IT 化と法化という進行中の現象につ

になっている現在の高度情報化社会では，シス

いての一つの見方を提案して頂いた．具体的に

テムの規範としての IT と社会生活の規範とし

は，交渉や紛争解決をオンラインで行う動き，震

ての法律に関する知識が重要になってきている．

災後の法律相談と紛争解決，リーガルサービス

そこで，このイベント企画では，IT と法，交渉

のアンバンドル化に関する話題が議論された．

ごとに関する話題として，IT と個人情報保護法

• 銀行の通帳と印鑑がなくなっても，通帳の

制，市民個人のエンパワーメント，知財関連の
取扱など，多様な観点から 3 名の講師による解
説を頂き，議論が行われた．

再発行は可能である
• 土地の権利証がなくなっても，土地の権利
が失われるわけではない

1 人目の講師は弁護士の福地正明様であり，個

• 健康保険証がなくなっても，病院に行ける

人情報保護法上の基本概念を簡単に紹介して頂

災害発生時，こんなことが分かるだけでも助

いたのち，個人情報取扱事業者が IT 技術を利用
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3 人目の講師は東京大学大学院工学系研究科

ビスを企画，設計するためのプロセスや手法を

で技術経営戦略学を専攻されている吉岡（小林）

扱う方法論研究の分野である．サービスデザイ

徹様にお願いした．
「IT 化と 1 億総クリエイター

ンでは，技術の元となるアイデアを発想したり，

化」と題し，知的財産権制度に関する近未来を

そのアイデアを具現化するために試作したりす

語って頂いた．従来，工場でしか実施できなかっ

るプロセスよりも前に，ユーザ理解のプロセス

た工業製品の製造が，モジュール化の進展と 3D

を実施することを推奨している．まず，技術や

プリンターをはじめとする小ロット生産技術の

サービスを使う人に共感しようという考え方で

発展により，個人の手でできるようになってき

ある．ユーザのお困りごとに真摯に向き合い，必

た．工業製品に関わる権利の規律が変化せざる

要な調査を行うことで解くべき課題を発見，定

を得ない状況にあるということである．大規模

義する．その上で，その課題を解くためのアイ

な製造元や流通元が前提となっている昭和期の

デアを試行錯誤する．技術はその時初めて手段

特許制度，意匠制度には限界が来ており，技術

の一つとして登場するのである．ユーザ理解（共

を創造，経営する立場の人は意識しておいた方

感）→ 課題定義 → アイデア発想 → 試作 → 評価

がよいであろう．一方で，今後，重要となるで

というこの一連のプロセスは，必要に応じて前

あろう次世代の希少資源は，技術ではなく，
「（個

のプロセスに戻ることが求められる．失敗をよ

人に関わる）データ」と「試行錯誤（ユースケー

しとしない悪しき文化が根付いていると，この

ス）」という話が興味深かった．

戻るということ自体に抵抗があるだろう．この

以上のように，このイベント企画でも，技術

ことこそが，技術が具体的に世の中に出て行か

の深化だけを議論するのではなく，その周辺に

ない，使われ続けない根本的な理由ではないだ

ある様々な側面に焦点が当てられていた．新し

ろうか？ ソフトウェア開発の世界ではアジャイ

い技術を研究開発し，それを活かしたサービス

ル開発が増えてきているが，製造工程に限らず

を提供する．その際，その技術自体はサービス

にサービス企画設計プロセス全体に対して，失

の重要構成要素であり，技術がどうあるべきか

敗を許容し，必要に応じてプロセスを前のステッ

は技術要件として大変重要である．一方で，そ

プに戻ることで，よりよいサービスが生まれる

れは十分条件ではなく必要条件に過ぎない．い

確率が高くなる．

くら技術が素晴らしくてもほかの要件（= 非技

AI が進歩していくこれからの時代，単純な仕

術要件）が十分に検討されていなければ，その

事は人間がやらなくてもよくなる．研究の世界

サービスは失敗に終わるケースも多いだろう．通

でも同じではないだろうか？

技術要件だけを

常，IT 系の研究者は技術を作るところまでに興

みていればよい狭い研究領域ほど AI で代用し

味があり，その先はほかの人に任せてしまうこ

やすく，研究者の出る幕は少なくなるかもしれ

とが多い．限られた研究開発リソースを有効に

ない．一方で，非技術要件が複雑に絡むサービ

活用して，実際に使われるサービスを効率的に

ス寄りの研究領域こそ，人間の英知をもって取

生み出すためには，せっかく開発した新しい技

り組むことが求められる．サービスデザインの

術をお蔵入りにしないよう，非技術要件につい

方法論でユーザ理解が推奨されるように，人間

てもよく議論することが大切である．研究者自

を理解することの重要性が増すということであ

身が異分野の人と議論してもよいし，サービス

る．技術の利用者という意味でもそうであるし，

化を担当する立場の人と役割分担してもよいだ

サービスの導入，普及に影響する様々な社会制

ろう．いずれにせよ，重要なのは，それをサー

度についても，その裏には人間が関与している．

ビスの設計に活かすことである．

今一度，非技術要件をよく議論し，しっかりと

「サービスデザイン」という分野がある．サー

人間に目を向けてみたい．
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ソフトウェアサイエンス研究会の紹介
中田 明夫
広島市立大学

1. はじめに
ソフトウェアサイエンス研究会（SS 研）は「ソ
フトウェア」に関する理論的及び実践的な様々

的な場所での開催は参加者を増やすための方策
として有効と思われるので，今後もできるだけ
継続する予定である．

な側面について扱う研究会であり，発足して 30

「ソフトウェア」の研究の更なる多様な展開

年以上の長い歴史を持つ [1]〜[4]．本稿では，SS

を意図して，従来から定期的に他研究会との共

研の活動状況と活性化の工夫，そして最近の発

催により研究会を開催している．例年 7 月頃に

表の傾向について簡単に紹介する．

共催する KBSE 研究会と IPSJ-SE 研究会は共に

2. 研究会の活動状況

「ソフトウェア」を対象とするが，KBSE 研究会

本研究会は 2016 年度より毎年度 4 回研究集会

は知識工学の側面を重視し，IPSJ-SE 研究会は

を開催しており，うち 3 回が他研究会との共催

より実践的なソフトウェア工学を重視するとこ

である．本年度は第 1 回を 7 月 18 日（水）か

ろが SS 研究会と異なっている．共催により同じ

ら 20 日（金）にかけて北海道帯広市にて，知能

問題に対する異なる観点からのアプローチを学

ソフトウェア工学 (KBSE) 研究会及び情報処理

ぶ機会が得られるものと考えている．また，例

学会ソフトウェア工学 (IPSJ-SE) 研究会との共

年 10 月頃に共催する DC 研究会との共通領域と

催 ∗ で開催し，第 2 回は 10 月 4 日（木）から 5

しては，ソフトウェアの検証などの信頼性向上

日（金）にかけて愛知県犬山市にて，ディペン

技術がある．検証やテスト・デバッグといった

ダブルコンピューティング (DC) 研究会との共

トピックの発表は SS 研でも従来から盛んであ

催で開催した．第 3 回は 2019 年 1 月 15 日（火）

り，有意義な共催であると考えている．最後に

から 16 日（水）にかけて沖縄県那覇市にて，シ

例年 1 月頃に共催する MSS 研究会との共通領域

ステム数理と応用 (MSS) 研究会との共催で開催

は，ソフトウェアの設計や検証のためのモデリ

予定であり，本年度最後の第 4 回は 2019 年 3 月

ング技術である．MSS 研究会からは制御工学や

に SS 研単独で開催予定である．

バイオ情報学を背景とした発表もあり，学問分

3. 活性化の工夫

野として異なるところも多いが，ソフトウェア

SS 研は従来より伝統的に夏期（7〜8 月）は北

においてもモデリング技術は重要であり，数理

海道内で開催している．また，3 月は九州など

モデル化の本質面において参考になる発表も多

の暖かい地方での開催が多く，特に近年では沖

く，大いに刺激を得られる共催であると考えて

縄や離島（宮古島，南大東島など）での開催が

いる．このように，他研究会との共催によって

多い．そのような場所での開催の場合，本州で

研究会の対象分野を広げ，その結果多くの発表

の開催に比べ，参加者が多い傾向にある．魅力

及び参加を頂いているため，今後も継続して実
施したいと考えている．

∗

正確には IPSJ-SE 研究会とは連催であり，発表原稿は

それぞれの学会の技報に掲載される．
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トマトンに関する発表が 4 件で最も多く，次い
で項書き換え系と形式文法に関する発表がそれ
ぞれ 3 件であった．
「テスト・デバッグ」の内訳と
しては，テストケース生成，組合せテスト，GUI
テストなどの発表が多かった．
「検証」及び「モ
デリング・仕様化」に関する発表も従来から比
較的多く行われている．
「検証」に関する発表 15
件のうち半数以上の 9 件がモデル検査に関する
図 1. トピックごとの発表件数（2016 年 10 月〜2018
年 10 月，計 9 回開催分）

発表であった．
「モデリング・仕様化」に分類し
た発表 18 件のうち 10 件が形式的仕様記述に関
するもので，そのうち 3 件はペトリネットに関

した「研究奨励賞」を設けている．発表申込時

するものであった．その他特筆すべき傾向とし

にノミネートを希望した発表から，専門委員の

ては，
「コード再利用」に分類した発表のうち 4

投票に基づいて年間数件の優秀な発表を専門委

件が自動プログラム修正に関するもので，今後

員会で選考し，選ばれた発表論文の共著者全員

の発展が期待される．
「その他」に分類したもの

を表彰している．2017 年度は 2 件の発表論文を

には，DC 研究会との共催で発表された誤り訂

表彰した．これまでの表彰論文の一覧について

正符号に関する発表 3 件，MSS 研究会との共催

は SS 研のウェブサイト [5] を参照されたい．

で発表されたバイオ情報学分野の発表 2 件が含

4. 最近の発表

まれる．

2016 年 10 月から 2018 年 10 月にかけて 9 回
の研究集会を開催し，計 191 件の発表があった．

5. おわりに
SS 研の活動状況，活性化の工夫，及び，最近

それらの発表をトピックごとに分類した件数を

の発表の傾向について簡単に紹介した．今後も

図 1 に示す．トピックの分類カテゴリは過去の集

ソフトウェアに関連した幅広い分野について活

計 [3], [4] と同じものを踏襲し，分類作業は筆者

発に議論する場にしていきたいと考えている．

の主観により行った．複数トピックに関連する
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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，選奨セッションにおいて発表された論文のうち，特に優秀な論
文（3 編を上限）の著者に贈呈されます（FIT 学術賞選奨規程 第 10 条）．選奨セッションを
FIT 開催 1 日目に設け，座長裁量で選奨論文候補を決定しました．各選奨論文候補につき 2 名
の審査委員が投票を行い，賞選定委員会にて，投票の集計結果に基づき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ました．FIT2017 船井ベストペーパー賞は
FIT2018 会期中の学術賞表彰式にて贈呈いたしました．

論文：レイヤ型 Light Field Display における

かしながら，ほかの方式と同様に，ディスプレ

レイヤ高解像度化の効用

イから大きく飛び出した物体は，ボケてしまう

著者：小林 優斗，高橋 桂太，藤井 俊彰（名古

という課題がありました．

屋大学）

そこで本研究では，レイヤの高解像度化がディ
スプレイの奥行き特性を向上させ，飛び出した

このたびは，FIT2017 船井ベストペーパー賞

物体のボケを解消できることに着目しました．

という名誉ある賞を賜り，身に余る光栄に存じ

加えて，レイヤを高解像度化した場合，画質を

ます．船井情報科学振興財団の皆様，FIT2017 の

低下させずに，レイヤの 1 画素当たりの階調数

運営委員の皆様，そして論文の査読及び選考に

を削減できることを明らかにしました．そして

当たられた皆様方に，心よりお礼申し上げます．

これら二つの効用を合わせることで，レイヤ方

Light Field Display は，空間を飛び交う光線

式の利点である高効率性を維持したまま，ディ

群を再現することで，観察者に立体知覚を与え

スプレイの奥行き特性を向上させることが可能

ます．3D 映画・テレビといった用途で用いられ

となります．今回の受賞を励みとして，今後も

る，左右の眼の視差のみを利用した方式とは異

本研究の発展を目指す所存です．

なり，頭部の移動に伴う見え方の変化や，眼の

末筆ではございますが，情報科学技術フォー

焦点調節によって感じられる奥行き感も再現可

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

能です．Light Field Display を実現するに当た

展をお祈り申し上げます．

り課題となるのが，再現すべき光線数の膨大さ
です．数十から数百視点を再現する必要がある

論文：GridNet: アンサンブル学習に着目した画

ため，表示デバイスの規模と伝送帯域の観点に

像認識のための畳み込みニューラルネットワーク

課題があります．

著者：武田 敦志（東北学院大学）

筆者らが研究対象としたレイヤ方式は，光線
データを数枚の積層されたパネルで圧縮して表

このたびは，FIT2017 船井ベストペーパー賞

現します．そのため，現実的なデバイス規模で光

を賜り，誠に光栄に存じます．栄誉ある賞を頂き

線再生を実現できる可能性を秘めています．し

ましたこと，船井情報科学振興財団の皆様，並
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びに FIT2017 運営委員の皆様，論文の査読及び

このたびは，FIT2017 船井ベストペーパー賞

選考に当たられた諸委員会の皆様に心より御礼

という大変名誉ある賞を賜り，身に余る光栄に

申し上げます．

存じます．船井情報科学振興財団の皆様，並び

近年，多層ニューラルネットワークの研究が

に FIT2017 運営委員の皆様，論文の査読及び論

盛んに行われており，画像認識や音声認識をは

文賞選定に当たられた皆様に，心より御礼申し

じめとした様々な分野で画期的な成果が報告さ

上げます．

れています．一方，多層ニューラルネットワーク

スマートフォンで文字を入力する方法とし

は学習データを「そのまま」記憶する傾向があ

て，Flick による方法がある中，従来どおりの

るため，過学習の抑制方法が重要な課題となっ

「QWERTY キーボード」を用いた方法もその選

ています．

択肢の一つとして挙げられます．しかし，この

この課題を解決するため，本論文では，立体

利用に関して，誤入力してしまう問題（以降，誤

的な構造を持つニューラルネットワークを提案

入力問題）や，片手親指で文字入力をしようと

し，このニューラルネットワークが従来手法よ

すると指が届かないキーがある問題（以降，入

りも高い汎化性能を発揮することを実験結果よ

力範囲問題）という二つの問題があります．本

り示しました．現在までに過学習の抑制を目的

研究では，これら二つの問題を同時に解決する

とした手法が多数提案されていますが，その多

手法の開発を目指しております．既存手法とし

くは学習時のデータ拡張やパラメータ更新の処

て，QWERTY キーボードに Flick を導入し，文

理を工夫したものです．一方，本論文は過学習

字入力の際のタップ数を減らすことで誤入力問

を抑制できるニューラルネットワークの構造を

題の解決を目指す方法と，キーボードの配置を

提案しており，この独創性を高く評価して頂い

扇状にし，利き手をスマートフォンに添えた際，

たものと考えております．

全キーが親指から届くようにすることで入力範

ニューラルネットワーク分野は数年前に大き

囲問題の解決を目指す方法がそれぞれ存在しま

なブレークスルーがあり，急速に技術が発展し

す．これらに加え，我々は，通常の QWERTY

た分野であるため，明らかになっていない問題

キーボードでかな入力をする際，子音キーをタッ

が多々あります．この度の受賞を励みに研究開

プしてから母音キーをタップする動きに着目し，

発に邁進し，多層ニューラルネットワークの特

子音キーのタップ後，母音キー方向に Flick する

性や限界を明らかにすることで，科学技術の進

ことで，その文字を入力できた場合，自然に入

歩に微力ながら貢献する所存です．

力できるのではないかと考えました．すなわち，

末筆ではございますが，船井情報科学振興財
団，並びに情報科学技術フォーラムの御発展を
心よりお祈り申し上げます．

この手法により，上述の両問題を同時解決でき
ると考え，FIT2017 での発表に至りました．
このたびの受賞を励みといたしまして，情報
科学の更なる発展に努めて参ります．末筆では

論文：片手親指での日本語入力効率化を図った

ございますが，情報科学技術フォーラム，並び

QWERTY 配列ソフトウェアキーボードの開発

に船井情報科学振興財団の益々の御発展を心よ

著者：中嶋 勇輝 (Accenture)，福光 正幸（北海

りお祈り申し上げます．

道情報大学）
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開催報告 (Graph Golf 2018)

藤原 一毅

鯉渕 道紘

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
した Graph Golf ワークショップにおいて，一般
の中で，直径・平均距離が最小のグラフを求め
グラフ部門で Widest & Deepest Improvement
よ」．これは Order/Degree 問題と呼ばれるグラ
Awards を受賞した中尾昌広さん（理研），同部
フ理論の問題であり，次世代スーパーコンピュー
門で Deepest Improvement Award を受賞した小
タに必須とされる低遅延な相互結合網の設計に
泉透さんと北須賀輝明さん（広島大）ら，そし
直接役立つが，グラフ理論家による研究が進ん
て格子グラフ部門で Widest & Deepest Improveでいなかった [1]．我々は，Order/Degree 問題を
ment Awards を受賞した EvbCFfp1XB さん（個
オープンサイエンスの俎上に載せて追究を加速す
人）をそれぞれ表彰した．また，ZDD を用いた
るべく，小直径グラフ探索コンペ “Graph Golf”
グラフ列挙ソフト Graphillion の作者である井上
を 2015 年から開催している [2]．このコンペは， 武さん（NTT 研）が基調講演を行ったほか，受
主催者が指定したノード数・次数をもつグラフ
賞した中尾さん，小泉さんと，惜しくも受賞を
を一般から募集し，その直径・平均距離の小さ
逃したものの多くの成果を上げた春石聖人さん
さを競うものである．4 回目となる 2018 年は前
（広島大）が講演を行った．講演内容はウェブサ
年同様，スーパーコンピュータをモデル化した
イトで公開している [2]．
一般グラフ部門とチップ内ネットワークをモデ
今回のコンペでは，Intel Xeon KNL に即し
ル化した格子グラフ部門を設けた．5 月 14 日か
た問題（72 頂点，4 次）において直径・平均距
ら 7 月 22 日までがクローズド投稿期間，7 月 23
離とも理論下限に等しいグラフが，Cray XC40
日から 10 月 14 日までがオープン投稿期間であ
“Cori” に即した問題（3,019 頂点，30 次）におい
り，オープン投稿期間に入ると投稿された解が
て直径が理論下限に等しいグラフが，それぞれ
毎週 1 回公開される．最終的に 239 件の有効投
発見されたことが特筆される．また，北須賀さ
稿があった．
んらが任意に投稿したグラフが，理論家の関心
2018 年 11 月 27 日，国際会議 CANDAR’18 に
の高い Degree/Diameter 問題における既知の最
併設して飛騨地域地場産業振興センターで開催
善解 [3] を凌駕したことも注目に値する．Graph
Golf 2019 は 5 月から開催予定である．読者も是
非周囲の学生に参加を勧めてほしい．
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.
[2] http://research.nii.ac.jp/graphgolf/
[3] http://combinatoricswiki.org/wiki/The Degree
図 1. 受賞者（前列）と主催者（後列）
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国際会議 CANDAR2018 開催報告

中野 浩嗣

藤田 聡

広島大学

藤原 一毅

鯉渕 道紘

国立情報学研究所

コンピューティングとネットワーキングに関す

Paper，各トラックで優れた論文 1 件（計 5 件）

る幅広い分野を扱う国際会議である CANDAR

を CANDAR Outstanding Paper として表彰し

(6th International Symposium on Comput-

た．ワークショップ全体で評価の高い Poster 論

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

文を Workshop Best Poster Paper に選び，また，

2018 年 11 月 27 日から 30 日まで，飛騨地域地場

ワークショップ毎に優れた論文を 1 件ずつ表彰

産業振興センター（27 日）と高山市民文化会館

した．

（28〜30 日）で開催された．電子情報通信学会コ

2 件のメインシンポジウム基調講演と 11 件の

ンピュータ・システム研究会 (CPSY) と情報処

ワークショップ基調講演が行われた．うち，メ

理学会システム・アーキテクチャ研究会 (ARC)

インシンポジウム基調講演では，(1) 講演者の

の共催 (Technically cosponsored) であり，論文

慶應義塾大学の天野先生らが中心となり開発さ

集は IEEE から出版され，IEEE のデジタルライ

れた多数の FPGA ボードを用いた並列計算機の

ブラリに収録される．参加登録者は約 250 名で，

仕組み，(2) 国立情報学研究所の宇野先生によ

うち約 50 名が海外からの参加者であった．

るデータのクラスタリングアルゴリズムの応用

メインシンポジウムは 5 つのトラック (Algorithms and Applications，Architecture and

及び展望，に関して議論がなされた．
また，初日の 11 月 27 日には，コンピュータ・

Computer System，Networking and Grid，Soft-

システム研究会の萌芽的コンピュータシステム

ware Engineering and Intelligent Systems, Infor-

研究展示会を同じ会場で開催し，うち 1 件を優

mation and Communication Security) から構成

秀若手発表賞として表彰した．最終日の 11 月 30

され，合計 77 件の投稿があり，9 件が Long Pa-

日には，世界遺産白川郷を見学するバスツアー

per，19 件が Regular Paper として採択された．

を実施し，JR 名古屋駅で解散した．

採択率は 36%であり，質の高い論文が選ばれた．

2019 年の CANDAR は 11 月 26 日（火）〜29

また，併設の 11 のワークショップでは，合計 129

日（金）に長崎市民会館で開催する計画である．

件の発表があり，GraphGolf コンペティション

メインシンポジウムの投稿締め切りは 7 月上旬

で 5 件の発表があった．メインシンポジウム全

を予定している．

体で評価の高かった論文 2 件を CANDAR Best
15
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お気に入りの研究成果
フェロー 中野 浩嗣
広島大学

若手研究者へ向けてのメッセージを書くとい
うのが本来の趣旨だと思うのですが，そういう
ことを述べるような立場にはまだないと思うの
で，これまでにやってきた研究の中で私が気に
入っている若い頃の研究成果について紹介しま
す．最近は，GPU や FPGA を使った高速計算
手法の実装などの研究をやっていますが，昔は

図 1. Reconfigurable Mesh

理論研究をやっていました．理論的な物の見方
というのは大事で，本稿はそのメッセージだと

独立に 1 単位時間で読み書きできるという仮定

思って頂ければ，と思います．

します．非現実的なモデルですが，問題や計算

私が学生のときは並列計算機・並列処理がブー

処理の本質的な並列性を解明するのに便利な道

ムでした．国内外の企業が並列計算機を競って

具です．私が並列アルゴリズムの研究を始めた

開発していた時代です．この分野の権威ある国

当時，PRAM 上の並列アルゴリズムの研究はか

際会議 IPDPS (International Parallel and Dis-

なり進んでいて，あまり面白いネタは残ってい

tributed Procesisng Symposium) も IPPS (Inter-

なさそうに思いました．そこで，Reconﬁgurable

national Parallel Procesisng Symposium) と名乗

Mesh（図 1）という新しいモデルに飛びつきま

っていました．そのような状況で，これからは並

した．二次元格子状にプロセッサが並んでいて，

列処理の時代だと思い，並列処理に興味をもっ

上下左右とリンクで接続しているという点では，

て研究を始めました．並列処理に関する本を買

Mesh モデルと同じです．各プロセッサはその内

いあさり，読んで勉強をしていました．本当は

部で四つのポートを自由に接続できるという点

バリバリと並列プログラムを書くような研究を

が異なります．図 1 のように，プロセッサ間の上

やりたかったのですが，学生で研究費もなく，並

下左右のリンクと内部接続により通信用のバス

列計算機が気軽に使えるような状況ではなかっ

が動的に構成され，離れたプロセッサとも 1 単位

たので，紙と鉛筆だけでできる並列アルゴリズ

時間で通信できると仮定します．このモデルは，

ムの研究をやっていました．

当時かなり注目されて，多くの理論研究者が参

並列アルゴリズム研究の多くは，PRAM (Par-

入し，その人たちにより RAW (Reconﬁgurable

allel Random Access Machine) をモデルとして

Architecture Workshop) が IPPS のワークショッ

考えます．PRAM とは，複数のプロセッサと一

プとして 1994 年に始まりました．私もこの第 1

つの共有メモリから構成された SIMD 型の並列

回目の PC メンバーで，発表も行いました．国

計算モデルで，プロセッサは任意のアドレスに

際会議のワークショップの PC メンバーをやっ
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た初めての経験で，印刷された論文の束が査読

2 は，3 × 3 Mesh とそれの一次元レイアウトで

のために郵送されてきたのを覚えています．こ

す．この図では，番号順に頂点を並べています

のワークショップは今でも続いていますが，今

が，順序は自由に変えてよく，一般に，頂点数

では内容は Reconﬁgurable Computing が中心に

が N のグラフの場合，N ! 通りの一次元レイア

なっています．

ウトが存在します．この図の場合，グラフの辺

Reconﬁgurable Mesh について私が気に入って

は四つの層で描画できています．では，描画の

る研究成果は，初期化の最適並列アルゴリズム

層数を最小にする一次元レイアウトはどのよう

です [1]．二次元格子状の全プロセッサに，その

なものか，一般的には，n × n × · · · × n の d 次元

二次元座標 (x, y) を正しく与えるというのが初期

メッシュで，描画に必要な層数を最小にする一

化で，3 通りの通信能力の仮定に対して，最適時

次元レイアウトを求めるという問題に取り組み

間の並列アルゴリズムを示したというものです．

ました．並列アルゴリズムの有名なテキスト [3]

具体的には，プロセッサの個数を n × n としたと

にも掲載されている未解決問題でした．一次元

き，ビット転送モデルでは O(log n) 時間，ワード

のレイアウトは二次元にもそのまま適用できる

転送モデルでは O(log log n) 時間，ビットワイズ

ので，このようなトポロジーのネットワークを

∗

転送モデルでは O(log n) 時間で初期化可能な並
∗

二次元に配置するときの必要面積がこの結果か

列アルゴリズムを示しました．ここで，log n は，

ら得られます．結論は簡単で，図 2 のように番

log log · · · log n ≤ 1 を満たす log の最小繰り返し

号順に並べるのが最適であり，これより層数が

回数で，増加関数ですが，ほとんど定数に近い

少なくなる一次元レイアウトは存在しないとい

ものです．更には，これらより高速に初期化する

うことを証明しました．一般には，d 桁の n 進

ことは不可能であるということ，つまり，初期化

数で頂点が表すことができますが，この値が小

∗

時間がそれぞれ Ω(log n)，Ω(log log n)，Ω(log n)

さい順に素直に並べれば最適ということが言え

時間であることを理論的に証明しました．一般

ます．最適性は分からなくても，そのように頂

に不可能の証明というのは難しいですし，しか

点を並べるのが普通ですが，それが最適である

∗

も log n という美しい形で最適性が示せたので

ことの証明は簡単ではありません．エレガント

気に入っています．

な証明法を思いついたので，私のお気に入りの

もう一つはグラフ理論の研究成果です [2]．図

研究成果です．
参考文献
[1] K. Nakano, “Optimal Initializing Algorithms for
a Reconfigurable Mesh,” J. Parallel and Distributed Computing, vol.24, no.2, pp.218–223,
Jan. 1995.
[2] K. Nakano, “Linear Layouts of Generalized
Hypercubes,” 19th International Workshop on
Graph-Theoretic Concepts in Computer Science
(LNCS 790), pp.364–375, June 1993.
[3] F.T. Leighton, Introduction to parallel algorithms and architectures: array, trees, hyper-

図 2. 3 × 3 Mesh と最適一次元レイアウト

cube, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo,
CA, USA 1992.
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【フェローからのメッセージ】

創造性と透明性
角所 考
関西学院大学

このたび，フェローという名誉ある称号を賜っ

具体的に何ができるようになるのかといった教

たことに対し，御尽力頂いた関係各位に，まず

育目的や，その目的がどの程度達成されたのか

この場をお借りして心より御礼申し上げる．大

といった成績評価についてもこれが求められる

学院生の頃より，本ソサイエティ，特に当時の

ことになる．そのこと自体を否定するものでは

PRU 研究会，現在の PRMU 研究会を主な研究

ないが，その結果として，例えば入学試験や定

発表の場として研究を続けてはきたが，その業

期試験などの成績評価基準の具体性や客観性が

績がおよそフェローに値するようなものとは思

どんどん向上していくと，あらゆる問題に対し

えないことから，恐らくは研究会の幹事等を通

て正解が具体的に示されることになり，問題–正

じて微力ながらそれらの運営にも貢献させて頂

解対を事例とした帰納学習が，科目や課題に関

いたことも評価頂いた上でのことかと拝察しつ

係なく良い成績評価を得るための普遍的な方略

つも，どうにも分不相応な感じが拭えず，只々

として，広く用いられるようになってくるので

恐縮するばかりである．本稿の御依頼に対して

はないかと思う．

も，特段意義のあることを語れるようには思え

最近の塾や予備校での指導内容を見ると，解

なかったが，これまで国立・私立を含む幾つかの

法の類似性に基づいて問題が緻密に分類され，

大学の教育現場に身を置く中で常々感じてきた

各問題の解法も明快に説明されている上，学習

ことについてでも少々綴らせて頂くことで，そ

プランのようなものまできめ細かく設計されて

れが幾ばくかの話題提供ともなって責を果たし

いるようなので，学習の進め方や問題が解ける

たとお認め頂ければと願い，誠に僭越ながら筆

ようになるための勉強法などを自分でわざわざ

∗

1

を執らせて頂く次第である ．

工夫する必要はあまりなさそうである．そのた

冒頭から言い訳が長くなってしまったが，世

めか，分かりやすい指導を受けられるのは当た

は言わずと知れた AI ブームである．シンギュ

り前で，むしろそれぞれの学生の勉強に個別に

ラリティ到来の有無についても，各方面で様々

寄り添ったり，やる気を出させたりできること

な議論がある．このような状況に対して一研究

がよりアピールされているように見える．今の

者としてもいろいろと思うことはあるが，大学

大学生は，上のような受験勉強が大学に合格で

で教育に携わってきた者としてもまた別の面か

きた成功体験の因になっているためか，万事初

ら感じることがある．その一つが，AI が人を超

出の問題は自分で考えずに正解を習得し，次に

えるかどうかという以前に，学生の方が AI に

同じタイプの問題に出会ったときに学んだ解法

近づいている気がするということである．昨今

をそのまま適用するという，正に最近流行りの

は大学を含め，どのような組織にも透明性が求

AI と同じ，帰納学習を以て旨とする者が多いよ

められ，行動規範の具体化・客観化が必須であ

うに思われる．

る．大学は教育機関なので，その教育によって
∗

1

は，正解が決まっておらず，何を正解と考えるか
本文の論旨の一部は以下の拙文と重なるが，この点につ

いても何卒御容赦頂ければ幸いである．
角所 考，“編集室，
” 人工知能誌，vol.28, no.2, p.355,
2013.
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一方，卒業研究のようないわゆる研究課題で
自体人によって意見が異なるので，そのような
課題に対して当惑を示す学生も多い．帰納学習
が適用可能な問題は正解事例が与えられるのが
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【フェローからのメッセージ】

大前提であり，それがないものはそもそも問題

た受験勉強にいそしんだ結果，実際にそのよう

としての体をなしていないわけであるから，教

な知能を獲得しているのであろうが，社会はそ

員からそのような問題への答えを要求されるの

のような学生に対し，真の学力が身に付いてい

は極めて心外なのだろうと思う．卒業研究でな

るとはいえないとして大学入試改革を試みてお

くとも，授業での課題に対し，何をすればよい

り，これもやはり知能を再定義していることに

のかもっと具体的に指示して欲しいという要望

相当する．AI 研究でも，有名な「ロボットは東

は多いし，キャリアセンターによる就職指導の

大に入れるか？」のプロジェクトでは，実際に

ようなものに対してさえ，エントリーシートに

大学入試が知能のチューリングテストになって

何を書けばよいのかをズバリ教えてもらえない

いるように思う．このような状況では，同じ知

といった不満を耳にすることがある．これらの

能の概念を外化したものに AI と学生の双方が

ことは，彼らの問題解決のための方略が，実際

近づくことになるので，シンギュラリティの到

に帰納学習一本に特化されてしまっていること

来は自明といえるが，それは AI が人を超えると

を実感させる．このような学生は，人として十

いうより，人が AI に近づいたに過ぎないともい

分な画像や音声の認識能力を備えた帰納学習シ

える．

ステムのようで，今流行りの AI が実現したら，
この学生のような感じなのかとも想像する．

昨今の AI ブームが社会に大きなインパクトを
与えている原因の一つは，一般社会の中で，事

AI は，“人工知能” の名のとおり，人工物の一

例からの帰納学習が適用可能な範囲が，我々が

種であるが，その人工物は，人の持つ概念を外

思っていたよりもかなり広そうなことが判明し

化したものといわれる．正確な議論は覚えてい

てきたことにあると思うが，これも AI の能力

ないので勝手な例で説明すると，およそ次のよ

が向上したというより，最初に述べた透明化に

うなことと理解している．原っぱなどの同じ場

よって様々な組織の行動規範が具体化・客観化

所を何度も通り続けると，その部分が一定の幅

された結果，社会の仕組み自体が帰納学習で対

で平らに踏み固められ，周囲と異なる外観を呈

応可能なものに画一化されただけのようにも思

するようになり，人はその部分を “道” として認

える．そしてその社会では，人は AI で代替でき

識する．このとき，その人工物としての道路は，

ない高い創造性を身に付けるべきとの主張がな

同じ幅を持つ平面状の構造物となるが，これは

され，そのための大学教育では，PBL や反転学

人の持つ “道” の概念を外化したものに過ぎず，

習，グループワークなど，新しいスタイルの授

したがって実際の道と比べると，足跡がつかな

業が試みられている．しかし，このような試み

いといった違いがある，といった話である．AI

も，評価基準の具体化・客観化への要求が高ま

の研究目的に関する一つの説明として，人が知

り，望ましい実施例や解答例などが示されるよ

的だと思う処理を人工的に実現してみることを

うになってしまえば，帰納学習で対応可能な課

通じて知能の本質を明らかにする，というもの

題に再度帰着されるので，現在流行りの AI の対

があると思うが，これは上の話に照らせば，人

応可能範囲が更に広がり，その評価を高めるだ

の持つ知能の概念を外化したものを実際の知能

けに終わりそうな気もしている．

と比較することで，知能の概念の再定義を繰り
返すことに相当するのだと思う．

このような創造性と透明性のいたちごっこか
ら脱却できるうまい方策はないのだろうか？ 情

前述のような学生が増えたのは大学入試が原

報化が進む現代社会で透明性への飽くなき要求

因と思うが，これも我々が “高校レベルの基礎学

がなくなるとは思えないので，これと創造性を

力” と認識する知能を外化したものであり，そ

両立させられる方策が必要である．これは大学

のような知能のチューリングテストになってい

の教育現場の大きな課題であるが，同時に AI の

る．学生はこのようなテストへの合格に特化し

課題でもあるかもしれない．
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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】
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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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編集後記

【編集委員会名薄】

▼今号で初めて編集を担当させて頂き，裏側が分かって勉強になりました．私自身の失敗がいく

つかあり，また編集プロセスに効率化すべきところも見受けられましたので，改善していきたいと思います．
（主担当 恐神）▼初めての編集担当ということで，皆様には何かと御迷惑をおかけいたしましたが，なんと
か形にすることができました．御執筆を頂いた著者の皆様，編集委員会の皆様に感謝を申し上げます．
（副担
当 橋浦）
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