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【巻頭言】

REAL か FAKE か
馬場口 登
大阪大学

最近，映画や TVCF を見ると，自然由来のも
のか，合成のものか，自然のものと合成のもの
を融合したものか，ほとんど見分けがつかない．
人間の音声も今や，生身の声か，機械の声か聞
き分けは不可能である．メディア処理技術が飛
躍的に発展した結果，本物 (REAL) に限りなく
近いが本物ではない (FAKE) 音声・画像・映像
メディアが横行し REAL と FAKE の境界が曖昧
になったら，社会はどのようになるのか．その
ような問いを考えたのが約 4 年前になる．
「オレオレ詐欺」が社会問題化していた．年老
いた父母に電話で「会社の金を使い込んだ，助
けて！」などと話し掛け，子になりすまし金銭
を詐取するのである．このとき，電話をする子
の FAKE 声が，その子の REAL 声に限りなく近
づけば，リスクはもっと高まると感じたもので
ある．このような問題意識から，メディア情報
における REAL と FAKE を中心課題とする研
究プロジェクト「メディアクローン攻撃を防御
するコミュニケーション系」（科研費・基盤 S）
を NII の越前先生や山岸先生らと開始した．メ
ディアクローン (Media Clone，MC) とは，限り
なく REAL に近い FAKE メディアコンテンツを
指す．
プロジェクトの申請当時，関連する技術は出
現しつつあった．映像中の顔に対し，別の人の
顔をカメラで撮り，その人の顔表情を，元の人
の顔に実時間でオーバーレイする Face2Face，特
定の個人の音声（声色）をテキストから合成す
る Text2Speech などである．それらのデモは衝
撃的であった．
MC プロジェクトを開始して 3 年半，世の中は
どう変わったか？ まず，FAKE という言葉がま
すます有名になり，世の中に定着した．これは
「FAKE NEWS！」と連呼する現・米国大統領の

恩恵である．そして，メディア処理における深
層学習の大躍進である．これによりメディア処
理は格段に進歩し，多彩な処理が可能となった．
その極め付けは DeepFake である．深層学習の
一つである GAN (Generative Adversarial Networks) を利用して，映像中の顔部分を他人の顔
に付け替える方法である．学習により生成され
た映像は FAKE そのものであるが，そのインパ
クトは強烈である．故に，政治家・企業経営者
の FAKE メッセージ映像，顔を他人に変えたポ
ルノ映像など，社会に及ぼす負の側面も多い．
筆者らの MC プロジェクトでは，FAKE メディ
アである MC を作らせないための生体・プライ
バシー情報の保護，X–クローン（X = 音声，文
字，顔 + 音声，動作，ソーシャルメディアなど）
の生成と認識，MC 攻撃のモデル化にチャレン
ジしている．簡単に言うと，REAL に限りなく
近い FAKE の生成，REAL と FAKE を識別する
研究である．
MC プロジェクトに対し，自ら「いたち」を作
り出し，自ら「いたち」を捕まえる自己「いた
ちごっこ」研究とか，最強の攻撃者の「矛」と
最強の防御者の「盾」を考える「矛盾」に満ち
た研究，と周りから言われることがある．しか
し，この FAKE メディアに関する MC 技術の潜
在的可能性は大きい．これが確立すれば，弘法
大師に「大阪大学」の看板を書かせることやジョ
ンレノンに「君が代」を歌わせることができる．
更に対話技術が進歩し，自分や家族の生涯にわ
たる音声や映像のビッグデータがあれば，20 年
前の自分と昔話をすること，他界した親に相談
することもできるかもしれない．時空や文化を
超えるメディアになり得るのである．FAKE も
捨てたものではない．
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研究会インタビュー

ソサイエティ人図鑑

No.26

山本 修一郎さん
所属：名古屋大学大学院情報科学研究科教授
分野：デジタル・トランスフォーメーション，要求工学
エンタープライズ・アーキテクチャ
ソフトウェア工学，知識流通ネットワーク

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

— 現在の主な研究について御紹介下さい．
デジタル・トランスフォーメーション（以下，

— DX の課題について，お聞かせ下さい．
DX は企業の組織体，文化，事業プロセス，全

DX）のモデル・メソッドの定式化です．顧客価

てを変える必要があるんですが，日本企業はデ

値とは何か，そのためのビジネスプロセスとは

ジタルデータを作るフェーズに行くまでが相当

どのようなものか．構成要素と関係性を基に，表

難しい印象です．まだ FAX，紙，ハンコの文化．

現できる特性について，色々なものを横並びに

そして，ブラックボックス化したレガシーシス

して，能力を比較する．ノードに評価値を与え

テムを抱えています．

て，フローに値を定義すれば，全体でどういう

日本企業のシステムは，昭和，平成，令和，全

モデルになるか計算できます．具体的なモデル

てが残っていて，正にレガシー．昔はハードウェ

やメソッドをたくさん用意すれば，中には使っ

アの性能がそれほど高くなかったので，ソフト

て下さる企業さんも出てきて，それが企業の DX

ウェアで一生懸命頑張った結果，システムが非

を促し，かつモデルの検証にもならないかと考

常に複雑になっています．情報の取捨選択が必

えています．

要だけど，大切な宝があるかもしれない．どの

今年まで，経産省傘下の IPA（情報処理推進

部分を捨てていいのか分からない．で，何をす

機構）で要件定義，上流工程の主査を 3 年ほど

るかというと，既存システムで全部を再テスト

担当しました．ユーザ企業やベンダの皆さんも

する．ものすごい労力が割かれます．日本の IT

集まって，ほぼボランティアベースで，ユーザ

における投資比率は，レガシーシステムの維持

向け要件定義・システム再構築ガイドをまとめ

管理に 8 割（うち，半分がテスト），新しいビ

たんですが，200 ページを超える相当なボリュー

ジネスモデルへの投資に 2 割．人材配置も維持

ムになりまして．レガシーシステムをモダナイ

管理によりがちで，新人の多くがとりあえず維

ズする方法論を緻密に解説していて，正に DX

持管理の現場に投入されてしまって，働くモチ

です．

ベーションの維持が難しくなっています．そん
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な状態で，海外勢と勝てるのか．
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いし，過去には戻れない．失敗もしていい．そ

例えば，システムの蓄積がない中国や東ヨー

れを糧に今日を積み重ねて，未来を掴む．そう

ロッパ諸国は，一気にシステムを変えることが

考えられる企業とそうでない企業との差が，今

できます．いきなりモバイルの世界がやってく

後明確になってくるでしょう．

る．古い技術が浸透していないからこそできて，
かつ，顧客価値の実現スピードが早いんですね．
先日，国際会議に参加するためにブタペストに
行ったんですが，東ヨーロッパの IC カードはか
ざすだけで決済できる非接触式で，接触式イン
タフェースがありませんでした．もちろん，日
本のクレジットカードは使えない．どちらが顧
客価値に寄り添っているのか．言うまでもあり
ません．
メインフレームを抱えているのは何が悪いん
だという声もありますが，根底には，ブラック
ボックス化しているから，そっとしておきたい．

— 現在の研究にいたる経緯を教えて下さい．

担当者がいなくなると途端に分からなくなるの
が分かっていながら，諦めモードになっている．

1979 年に電電公社（現，NTT）に入社し，コ

そういう人たちをどうやって変えるのか．これ

ンパイラから始まって，情報システムを作るた

が本当に難しい．

めの TP モニタ，ブラウザとサーバとを接続する

詰まるところ，新しい技術を使って，何をや

ミドルウェアなどを開発し，国内企業や社内の分

りたいのか．自分のやりたいことができるかど

散システム開発などに使って頂きました．1990

うかなんですよね．クリステンセンが提唱して

年代．日本でもインターネットが普及し始めた

いる破壊的イノベーション．
「この問題を解決し

頃に，NTT ディレクトリという，日本でかなり

たい！」という強い動機があれば，新しい技術を

初期の検索サービスエンジンや，XML ベース

使うんですけど，強い動機がないと，技術は使

でサービスを連携するシナリオエンジンも作り

われません．
「これだけお金をかけたのに，何で

ました．今では当たり前ですけど，ホテルとレ

開発した技術が普及しないんだ！」という話は

ンタカーと飛行機と列車をまとめて予約できる

よく聞きます．それは技術が問題じゃないんで

ようなものでした．当時，国際会議で発表した

すね．技術を受け入れる側，組織の問題．新し

ら，
「シナリオ化の技術はいらない．一対一でつ

い技術を導入するということは，業務プロセス

なげばいいじゃないか」という反応が返ってき

を根本から変えるということです．ということ

て，びっくりした記憶があります．このサービ

は，上司が，現場が，とか，一部の人が技術の

ス連携エンジンは，国交省のワンストップサー

有用性を理解するだけでは足りない．皆が一斉

ビスに実装され，実用化されました．その後は

に変わる必要があるんです．そうした逡巡のう

IC カードシステムや，ユニクロが導入して話題

ちに時間は容赦なく過ぎていく．システム開発

になった RFID の日本初の実証実験を任されま

で一番大事なのは時間です．時間は取り戻せな

した．やがて R&D 部隊のマネジメントがメイ
5

【研究会インタビュー】

情報・システムソサイエティ誌 第 24 巻第 4 号（通巻 97 号）

ン業務になり，55 歳になった時に名古屋大学か

好きでしたね．ビジュアライズ．小学生になる

らお声がかかって，今に至ります．

と，戦艦や飛行機のプラモデル，中学・高校生の

— 社会人ドクターの指導についてお聞かせ下
さい．

頃は本にはまって，哲学書や考古学，歴史学な
ど難しい本を読みました．名古屋大学に入学し
て，情報工学，プログラム理論を専攻．数理論

仕事をしながら，というのはものすごく価値

的な先生が多かったんですが，亡くなられた福

がある．業務が忙しくてなかなか客観的に自分

村晃夫先生や本多波雄先生のゼミで徹底してロ

の仕事を見つめ直すところまで気が回らないよ

ジックを身に付けました．今だと考えられない

うですが，ぜひ，自分たちの普段の仕事の価値

んですけど，ゼミは土曜日の，それも昼から始

に気づいてほしいですね．良い仕事をちゃんと

めて，20 時，21 時くらいまでずっとディスカッ

すれば，良い論文が書けるんです．

ションが続くんです．先輩が次々発表して，先

業務の中で生まれる判断，苦労には一般性が

生方がどんどん突っ込む．大学生はそれを聞い

あって，かつ事実も伴います．事実に基づく一般

て学んで，やがて自分も発表する側になる．論

性のある知見は，論文執筆で必ず求められます．

理的思考と説明手法について，かなり鍛えられ

その仕事が終わってしまえば，もうその時には

ました．

戻れません．仕事と向き合っている間に，そこ

物事を単純化・一般化するのはシステム開発

で何が起きたか，事実を書き留めておく必要が

の基本です．システム設計では何を捨てるかを

ある．その日その日にどう判断したのか，判断

まず考える．やりたいことを全部入れようとす

は適切だったのか．記録して，検証すると，仕

ると，複雑すぎて実現しない．単純である，と

事の効率が上がるだけでなく，研究データも貯

いうのは大事ですよね．できるかできないかを

まります．アカデミックの世界だけだと，どう

判断して，証明できることのみに注力．証明で

しても実践が伴いませんよね．私も民間の研究

きないことはいつかのために，とりあえず脇に

所に在籍していたからこそ書けた論文がありま

置く．大命題を単純命題に展開していって，全

す．今でも覚えている IC カードプロジェクト．

体を再構築する．デカルトが方法序説で説いて

当時は本当に忙しくて，仕事の合間に論文を書

います．難しい問題を分解しなさい．分解する

いていたら，
「何やってるんだ」と上司に怒られ

際に漏れがないようにしなさい．単純なことで

たんですね．なんだけど，しばらく時がたって，

説明できるようにしなさい．最後に全体を統合

IC カードの話になった時に「関連する論文はあ

しなさい．プログラミングの世界には，匠の技

りますか？」とよく聞かれるんです．どんな記

みたいな「何でか，できました」というのはあ

録でも，残して，パターン化しておくと，後で

り得ませんから．

自分を助けてくれます．論文として世に出せば，

日本的なものづくりは，ずっと粘土をこね続

学界が記録してくれる．記録があれば，なかった

けている感覚で，こねていたらいつのまにか物

ことにならない．今後のためにも，自分の責任

ができ上がる．ですが，これからは完全にデジ

だと思って，論文に取り組んだ方がいいですね．

タルになります．単純化して，割り切った考え

— どのような幼少期を過ごされましたか？
とにかく，車のようなモノの絵を描くことが
6
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割り切れない世界，機能だけではない，顧客の

は具象画家のカテゴリーなんですが，どことな

共感，パッションのような部分は残るでしょう．

く抽象的な画風です．この美術館には無料バス

価値は割り切れない．でも，そうした人間的な

もあって，人もそんなにいなくて，落ち着きま

情感も組み込んだ上でのシステム設計が主流に

す．日本は素敵な美術館が多いですよね．良い

なります．要求工学の領域ですが，最終的に人

収集家がいらっしゃるんだと思います．企画展

間が納得できるシステム．社会性との関係が重

にもよく足を運びます．

要になるのかもしれませんね．
— 今後の展望についてお聞かせ下さい．

先日，国際会議で立ち寄ったアムステルダム
で，ゴッホ美術館と国立美術館に行きました．国
立美術館では，ちょうどレンブラントが描いた

当面は DX です．エンタープライズ・アーキ

「夜警」の修復作業中でして．2〜3 人の作業員

テクチャもやっているので，企業内情報システ

が，カメラとコンピュータを使いながら，どう

ムを進化できるような仕組みをずっと考え続け

もデジタル化をしているみたいでした．水槽の

ています．環境の変化をどうやって組織内に吸

ようなガラスの壁が間仕切りになっていて，そ

収して，持続させていくか．

の外側から作業を覗きました．退官したら，あ

それから，組織内コミュニケーション．コミュ

ちこちの美術館に足を伸ばしてみたいですね．

ニケーションはシステム開発失敗の大きな要素
で，異なる現場で同じような事象を何度も目に
してきました．開発に関わるメンバ間の相互理
解をどこまでできるか．アクターネットワーク
理論で説明できる部分もありますが，まだまだ
深く研究できる領域です．
また，電子情報通信学会では知能ソフトウェ
ア工学研究会で活動しています．知識がどうやっ
て展開されていくのか，人工知能や知識工学の
分野とソフトウェア工学分野から広く発表を募っ
ています．研究会は年に 6 回あって，毎回必ず
1 人当たり発表に 30 分，質疑応答に 15 分の時
間を確保していて，発表者から特に希望があれ
ば，研究専門委員などによる模擬査読を実施す
ることもあります．
— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．
美術館巡りです．絵画はボーッとできるので
良いですよね．ちょっと抽象的で，色合いが華
やかなものが好きで，シャガールのリトグラフ
を自宅に飾ってます．国内でよく行くのは三島
駅近くのベルナール・ビュフェ美術館．ビュフェ
7
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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．各選奨論文候補に対して審査委
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．FIT2018 船井ベストペーパー賞は FIT2019
会期中の学術賞表彰式にて贈呈致しました．

論文：機械学習技術による創作物の知的財産評

これまで知的財産権は，大きな技術革新があ

価のための情報理論測度について

るごとに影響を受けてきました．AI による技術

著者：金子 格（名古屋市立大学）

革新も例外ではないでしょう．一方これまで蓄
積されてきた社会基盤や合意は，できるかぎり

受賞を大変うれしく思います．また船井情報

継承されるべきでしょう．そのために従来との

科学振興財団の皆様，選考に当たられた委員の皆

共通点と相違点を一つ一つ丁寧に確認する必要

様の御慧眼に敬意と感謝を表したいと思います．

があります．本論文がそうした点で，多少でも

さて，長々お礼を続けるよりは，論文の背景
を紹介した方が，読者の好奇心が満たされるこ
とでしょう．
私は 1990 年代から MPEG-1 に始まる動画像

役立てば幸いです．
ところで，本論文では学習で得られる統計的
な係数を知的財産とみなす考えが示唆されてい
ます．これを目新しく感じたかもしれませんが，

やオーディオの圧縮の研究開発に取組みました．

実は新しい要素ではないように思います．圧縮

そして DVD が普及する以前から，圧縮方式にも

符号化では，映像，音声ともに，波形ではなくそ

取組みながら，今後飛躍的にディジタル記録と

の分析係数によって伝送されます．信号の「分

伝送が手軽になったときにどう知的財産を守り

析係数に知的財産が含まれる」とすることは従

つつ便利なコンテンツ利用を可能とするかとい

来どおりで，新しいのはオリジナルと似た表現

う問題に着目し始めました．MPEG-IPMP (In-

を再生するだけでなく，似ていない表現をも合

tellectual Property Management and Protection)

成できる，という復号方法の方なのです．

国際委員会とその国内委員会，そして情報処理
学会の電子化知的財産社会基盤研究会で活動を

論文：エージェントのタイプに基づく確率的提

始め，以後，Napstar, 着うた，youtube 等，ディ

携構造形成問題

ジタルサービスの発達と共に，知的財産法，著

著者：沖本 天太（神戸大学），上田 俊（佐賀大

作権管理団体，サービスプロバイダの方々と共

学），平山 勝敏（神戸大学），藤本 真育（神戸

に取組みを続け，今回の論文は，その延長線に

大学），豊島 大弥（佐賀大学）

あります．
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(FIT2018) 船井ベストペーパー賞という，情報

論文：省レジスタアーキテクチャ向けソフトウェ

科学分野における国内で最も権威ある賞を受賞

アパイプライニングの評価

することができ，身に余る光栄に存じます．船

著者：千葉 修一（富士通）

井情報科学振興財団様をはじめ，FIT2018 の運
営委員の皆様，論文査読者様，選考委員様に，心

このたびは FIT2018 船井ベストペーパー賞と

より御礼申し上げます．私は人工知能分野の最

いう名誉ある賞を賜り，誠に光栄に存じます．

先端で精力的に活動されておられる 3 人の研究

船井情報科学振興財団の皆様，FIT2018 委員

者（九州大学の横尾真教授，国立情報学研究所

会の皆様，そして論文の査読及び選考に当たら

の井上克巳教授，神戸大学の平山勝敏教授）の

れた皆様に心より御礼申し上げます．

下で，研究のノウハウを一から学ぶ機会を頂き

スーパーコンピュータ「京」は 2012 年 9 月に

ました．今回，船井ベストペーパー賞という名

共用が開始され，様々な分野で成果を挙げてきま

誉ある賞を頂き，研究者として少し恩返しがで

した．その「京」も 2019 年 8 月には役目を終え，

きたのではないかと自負しております．

ポスト「京」となるスーパーコンピュータ「富

協力ゲーム理論とは，利己的に行動する主体

岳」にバトンが渡されます．
「富岳」では，システ

（エージェント）間で拘束力のある合意が可能な

ムとアプリケーションのコデザインを導入する

場合のエージェントの振る舞いに関する理論で

ことで，お互いの特性を設計段階で取り込んで

す．提携構造形成問題とは，協力ゲーム理論に

います．その一環で CPU に Arm プロセッサが

おける基本的な枠組みの一つであり，あるエー

採用されました．これにあわせて，命令セット

ジェントの集合を社会的余剰が最大化されるよ

アーキテクチャは「京」で利用していた SPARC

うに，幾つかの提携（グループ）に分割する問

アーキテクチャから Armv8-A アーキテクチャへ

題です．

変更されます．

著者らは，提携構造形成問題において，エー

我々は，
「京」で培われたコンパイラの最適化技

ジェントの能力（タイプ）及び，提携への参加

術を新しく採用された Armv8-A アーキテクチャ

率を考慮したタイプ付き確率的提携構造形成問

向けのコンパイラへ技術継承するために研究を

題のフレームワークを定義し，この問題の計算

行いました．特に「京」で効果が高かった最適

量を示す等の理論的研究を行いました．実世界

化のソフトウェアパイプライニングは，
「京」に

におけるエージェントの能力は必ずしも同じで

用意された多くのアーキテクチャレジスタを利

はなく，また提携への参加率を考慮することは

用してアプリケーションの高速化を実現する技

自然な流れです．受賞に関しては，本研究の新

術です．本研究では，Armv8-A アーキテクチャ

規性や，より現実的な提携構造形成問題の定式

の省レジスタな環境を仮想的に実現し，ソフト

化が可能になるという点を高く評価して頂いた

ウェアパイプライニングが適用可能なことを明

ものと考えております．

らかにしました．また，ループ構造を考慮するこ

末筆ではございますが，船井情報科学振興財

とで，効果をより促進できるアプローチを導き

団，並びに情報科学技術フォーラムの御発展を

出しました．今回の受賞を励みに情報科学技術

心よりお祈り申し上げます．

の発展に貢献すべく，活動を継続する所存です．
末筆ではございますが，情報科学技術フォー
ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発
展をお祈り申し上げます．
9
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山登り型研究と川下り型研究
井上 美智子
奈良先端科学技術大学院大学

最近関わった女性研究者支援の講演会で，
「私
の研究は川下り型」とおっしゃっている方がお
られました．目標を決めてそれに向かって研究
を進めるのが山登り型，そのときそのときに出
会った研究を一所懸命やっていくのが川下り型
ということでした．そう言われると，筆者の研
究スタイルは川下り型かもしれないと思います．
思えば数十年前，一般家庭にはパソコンもな
い時代，コンピュータに触るために選んだ情報工
学科でプログラミングにつまずき，これは間違っ
たところに来てしまったどうしようと悩んだこ
とを思い出します．大学 4 年生で研究室に配属
され，そこで出会ったグラフ理論が情報科学の
面白さを教えてくれました．卒業研究のテーマ
で挑戦したのは book embedding というグラフ
理論の問題でした．日本語訳もないし，当時の筆
者は英語も書けなかったので，本型埋め込みと

図 1. 本型埋め込み：(a) 4 次元ハイパーキューブ，
(b) 3 ページへの埋め込み

訳して日本語で論文を書きました．本型埋め込
みというのは，グラフの頂点を本の背に並べて，

かったことを自分で解明できたという成功体験

辺をどこかのページに描くこと．同じページの

と筆者にもできる研究分野があるんだと分かっ

辺は交わらないように描くときに必要最小限の

たことで，情報科学を好きになるきっかけをく

ページ数をそのグラフのページ数をいい，卒業

れた卒業研究です．余談ですが，これは筆者の

研究では n 次元ハイパーキューブのページ数が

唯一の旧姓での論文ですので，せっかくなので

正確に n − 1 であることを証明しました．図 1 は

参照しておきます [1]．

n = 4 の例ですが，n 次元ハイパーキューブを

大学院に入ってからは分散アルゴリズムの研

n − 1 ページに埋め込むだけでなく，n − 2 ペー

究に取り組みました．分散アルゴリズムとは，複

ジでは埋め込めないことを証明しました．この

数の並行して動作するプロセスを協調動作させ

問題を解くために，グラフ理論の教科書や関連

るためのアルゴリズムです．それぞれのプロセ

する論文を読みましたが，プログラミングは 1

スが非同期にバラバラに動いたり，故障して停

行も必要ありませんでした．今まで分かってな

止したり誤動作するプロセスがいたりしてもき

10
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定する問題は NP 完全問題です．つまり，まじ
めに解こうとすると指数時間かかってしまうか
もしれない問題です．しかし，回路に故障があ
ると大変なので，論理回路のテストパターンを
生成するときは，可能なかぎりテストパターン
を見つけようと努力します．NP 完全な問題であ

図 2. LSI のテスト

るにも関わらず，テストパターンがあるかない

ちんと動くアルゴリズムに関する研究を行いま

か判定し，ある場合は必ず少なくとも一つのパ

した．皆が勝手に動いたり，ルールを守らない

ターンを生成するテストパターン生成アルゴリ

のがいたりと，人間社会のようでもある面白い

ズムが提案され，実際のツールにも組み込まれ

研究です．理論研究なので，アルゴリズムを考

て今でも使われています．LSI テストの研究分

案し，どんな場合でも正しく動作することを証

野では，テストパターンを生成する，テストパ

明し，O(n) や O(n log n) といった計算量を評価

ターンを生成しやすいように回路の設計変更を

します．計算モデルもいろいろで，計算機ネッ

行う（テスト容易化設計）などが研究され，最

トワーク，共有メモリシステム，自律移動ロボッ

近では，信頼性（実稼働時に正しく動作する性

ト群などの計算モデルのためのアルゴリズムの

質），セキュリティへもテスト技術が応用されて

研究をしています．

います．研究成果は主に計算機実験で評価しま

教員になってからは，縁あって LSI のテスト

す．共通のベンチマーク回路を用いて，故障検

にも取組みました．分散アルゴリズムと LSI テ

出率，生成時間，テストパターン数，テスト実

ストは，一見かなり異なる研究ですが，どちら

行時間，テスト時の消費電力などを評価します．

もグラフ理論をよく使うという意味では似てい

このスペックのマシンで何ミリ秒といった評価

ます．論理回路をテストするには，想定した故

を行います．

障を検出する（故障がある場合とない場合で異

分散アルゴリズムの研究と LSI のテストの研

なる出力をする）テストパターンを見つけて回

究と，異なるアプローチの研究を長年やってき

路に印加します．例えば，図 2 の回路で，入力

ました．あっちもこっちもやって，何をやってい

パターンを X(= x1 , x2 , x3 , x4 )，内部信号線 h の

るんだろうと思うときもありますが，
「川下り型」

ロジックを h(X)，出力のロジックを F (X, h) と

の研究という表現があっているようにも思えま

表すと，信号線 h の値が 0 に固定する故障（0 縮

す．両方興味深いのでどっちもやってこられた

退故障）を検出するテストパターンは，以下の

んだと思います．山登り型の研究，川下り型の

ブール微分方程式の解を求めることと等価にな

研究，どちらのスタイルでも，若い世代の研究

ります．

者が自分が面白いと感じやりがいのあるテーマ

h(X) ·

dF (X, h)
=1
dh

に出会って研究に励まれることを期待します．
(1)

こうなると数学なのですが，テストの面白さ
は工学の問題を解いているというところにもあ
ります．回路と故障が与えられて，その故障を

参考文献
[1] 鴻江美智子，萩原兼一，都倉信樹，“本型埋込み
における超立方体グラフと超立方体環グラフの
ページ数について，
” 信学論 (D)，vol.J71-D, no.3,
pp.490–500, March 1988.

検出するテストパターンが存在するかどうか判
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業績の美学
阪口 豊
電気通信大学

この歳になると，採用人事や研究費などの審

ちろん真の事情は本人に聞かなければ分からな

査で若手研究者の業績リストを眺める機会が多

いが，率直にいって，研究の「軸」を作ること

くなる．そんなときに感じるのは，業績リスト

なくなりふりかまわず論文を増やしているよう

は実に様々なことを物語っているなあというこ

な印象を受けてしまう．更には，この人は一体

とである．

何を研究したくて研究者の道を選んだのだろう

例えば，数学系の研究者ではページ数の多い
単著の論文が数年間隔で並んでいることが多い

か，若いうちに自分の骨格を形作れるのだろう
かと心配にすらなってくる．

し，材料系の研究者では多数の著者が並んだ論

筆者が「美しさ」を感じる業績リストとは，
「研

文が年数本のハイペースで出版されていること

究者としての矜持」や「研究者の骨格・コア」が

が多い．その分野での主要と思われる国際学術

にじみ出ているものや，
「研究者としての歩み・

誌を中心に着実に論文を発表している研究者が

営み」が読み取れるようなものである．論文の

いる一方で，数こそ多いものの，主要誌とは思

中での研究者の役割が明確に分かり，論文や国

えない論文誌や国内学会の和文論文誌ばかりで

際学会投稿先は「その分野での定番」が選ばれ

発表している研究者もいる．あちこちの国際学

ていて，無理して数を稼ぎにいくような印象が

会で似たようなタイトルの発表を繰り返してい

ないものである．また，いろいろな活動にその

るものを見れば「あれれ」と思うし，同じ研究

意図や意味が読み取れるものである．

室の教授，准教授，助教と思しき名前を背負っ

残念ながら，このような美しい業績の持ち主

た業績ばかりが並んだリストを見ると，研究室

は，昨今の人事評価の中ではなかなか評価され

の雰囲気が思いやられる．論文を書くために研

ない．実際，最近はこういった業績をもった若

究をしているような印象を受けるリストを見る

手研究者が減ってきているのではないだろうか．

と哀れに思うし，少数著者の論文がバランス良

研究者の業績評価において，出版した論文数

く並んだリストを見ると自由な環境で研究経験

や国際学会発表数，掲載された論文誌のインパ

を積んでいることが想像できてうれしくなる．

クトファクターなどの定量的指標が重視される

研究者の業績リストには，その研究者（ある

ようになったのはいつ頃からであろうか？ 少な

いは研究者を取り巻く環境）の哲学・生き様，あ

くとも，筆者が教員に採用された頃はそんなこ

るいは美学ともいえるものが読み取れて，
（失礼

とは全くなかったし，筆者が採用人事に関わる

な言い方だが）ある意味面白い．その一方で，業

ようになってからもしばらくの間は，そのよう

績評価に関連していろいろなことを考えさせら

な定量評価よりも，業績の積み上げ方や面接で

れるのも事実である．

のやり取りから受ける「この人は自分のことが

例えば，最近目にするようになったのが，雑多

よく分かっているよね」とか「この人，業績は多

なテーマの論文に主著者でも責任著者でもない

いけれど芯がないね」といったことが重視されて

形で関わっている業績が多いケースである．も

いたと思う．つまり，採用側の研究者の「良心」
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や「嗅覚」に基づく裁量が十分に働いていた．

るのは，確固とした意志と力をもった研究者に

しかし，今，このような感覚で「この人がい

限られる．多くの研究者は，自分自身が業績評

いのでは」という話を出すと，仮に審査委員全

価（研究費獲得も含む）にさらされているため，

員がそれに同意していたとしても，
「それでは会

学生やスタッフの研究の芽が出てくるのを待っ

議に通らないのでは」という議論が始まること

ている余裕がなくなってしまっている．これで

になる．審査に携わる者がきちんとした考えを

は，教育と研究を同時並行的に行う大学の強み

もっていればよいのであるが，状況によっては，

がなくなってしまう．

そもそも面接対象者を絞り込む段階で，論文数

本稿を読んでいる若い人の多くは「この人は

が多い順に研究者を並べてある閾値以下の応募

何と寝ぼけたことをいっているんだろう」と感

者は一切考慮しないということが起こる．実際，

じているに違いない．激しい競争にさらされて

筆者の周りでも，良い研究テーマを選んでじっ

いる若手研究者にとっては目の前の業績こそが

くりと仕事に取組み成果を積み重ねている研究

全てある．若手が必要以上に業績にこだわらず

者が，書類審査で落とされて面接にすら進めな

に研究力を伸ばせるような環境を作るのは，採

いという話を聞く．

用側が解決すべき問題である．

教育や研究の現場に定量化を求めることの弊

定量化がもたらす本当の危険は，誰を相手に

害については「測りすぎ：なぜパフォーマンス評

しても説明できる（つまり，専門外の研究者や

価は失敗するのか」
（ジェリー・Z・ミュラー著，

研究者でない第三者にも説明できる）定量化・

みすず書房）という著書で明快に論じられてい

数値化指標ばかりが重視される結果として「審

るし，ノーベル賞受賞者も含めて有力研究者た

査の無責任化」が進むこと，つまり，審査に当

ちが同じ趣旨のことを発言しているので，ここ

たる者が自身の良心や嗅覚に従って良い研究者

で改めて述べることはしない．ただ，大学人事

を選ぶのをやめてしまうことである．万一そう

における定量評価の背景には大学に対して定量

いったことが起こるようになると，研究者とし

評価を求める行政の姿勢があり，更にその背景

ての中身をもたずに定量評価に勝つテクニック

に行政への説明責任を求める政治や産業界の存

に長けた真空研究者が生き残っていくことにな

在がある以上，定量化を重視する流れを軌道修

る．テニュア制度の下で任期なしの職を得た研

正する時定数はかなり長いと覚悟せざるを得な

究者はその後ずっと大学に残ることになるが，そ

い．その一方で，民間企業では人事査定におけ

ういった研究者が将来大学組織の中核を担うよ

る定量評価に問題を感じて異なる評価方法を模

うになる事態は想像したくない．

索しているという話を聞くだけに，今さら周回

審査委員の立場からみれば，自分が採用に関

遅れでなぜこんなことをやっているのだろうか

わった研究者（教員）がその後どのような研究

とも思う．

者人生を歩んでいるかは気になるところである．

もちろん，頭の良い研究者は，
「お上」が決め

委員にとって，自分の美学に従って採用や昇進

たこうした定量化の流れに表面的にはお付き合

を後押しした研究者がその後立派な独立研究者

いしつつ（つまり，定量化指標の下で勝てる業

として活躍するのを見ることは，そのこと自体

績を作りつつ），その裏で学生やスタッフ（ポス

に加え，自分の「研究者を見る目・センス」が

ドク研究員）の独創性を育み，彼らが将来独立

ハズレでなかったことの証になるという意味で，

研究者として活躍できるように鍛える体制を築

二重の報酬になるはずである．後に悔いを残さ

いていると思われるが，こういった芸当ができ

ない審査を心掛けたいと思う次第である．
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働くフェロー
廣瀬 明
東京大学

本会のフェロー制度開始の頃に，何かの委員

シア，アラブ首長国連邦などの会合で筆者も一

会で次のようにフェロー制度の意図・意義とそ

再ならず御一緒し，IEEE の宣伝と一体となっ

の設計とを聞いた．

た科学技術交流の方法を勉強させて頂いた．イ

· · · · · · 当面は各ソサイエティ会員数の 2%にな

ンド西方の砂漠都市 Jodhpur で行った講演会で

るまでの人数のフェローを選出してゆきます．こ

全く思いがけなくお会いして驚いたこともあっ

の時期を過ぎたら，それ以降は同じく会員数の

た．足腰の関節を悪くされていたが，歩くとき

0.1%までの人数のフェローを毎年選出します．こ

の杖や座るときのクッションを巧みに使いなが

の 2%と 0.1%の比率は次の考えによります．フェ

ら，世界のあらゆるところに行脚されていた．

ローの称号はその人にとっての栄誉であると同

「私は IEEE の召使いだ」といたずらっぽく真

時に，本会のために一層働く義務を負ってもら

面目顔になりながら，ボーナー先生はよく周り

うものでもあります．フェローに選出されてから

を笑わせていた．大学をリタイア後は一層，各

のち 20 年間，現役で本会のために尽力してもら

国研究者の励振と共鳴化に熱が入った．
「1 年の

うとすると，毎年 0.1%の選出がちょうど 2%の

うち外国にいる日数の方がシカゴにいる日数よ

会員割合になります．· · · · · ·

り長い」と奥様アイリーンを嘆かせた．情熱の
人であった．多くの若手研究者がその情熱と口

昨年（2018 年），本会フェローである University of Illinois at Chicago (UIC) のボーナー先
生 (Dr. Wolfgang-Martin Boerner) が亡くなった．

調と博識とアイデアに感銘を受け，ますますこ
の分野の研究にのめり込んでいった．
ボーナー先生は IEEE フェローの強力なノミ

IEEE (Institute of Electrical and Electronics En-

ネータでもあった．そして，にやりとしながら

gineers) や OSA (Optical Society of America)，

よく言っていた．
「フェローの取り逃げはさせな

SPIE (International Society for Optics and Pho-

い．
」フェローは，学会をどうしてゆくのか，ひ

tonics) などのフェローでもあった．80 歳であっ

いては世の中をどうしてゆくのかに責任を持た

た．IEEE フェローを 34 年間務めた．合成開口

なければならない．政治家や行政官とは異なる

レーダ，特に人工衛星に搭載した地球観測用の

立場で，科学技術の力でこれをやってゆく，ま

偏波合成開口レーダ技術とその衛星航行技術の

すます行動しなければならない，と．

巨人であった．大学現役時代から世界の研究者

アジアの地域には，極めて多様な人々，歴史，

をつなぐ役割，特に IEEE の用語で言う Region

習慣，文化がある．米国と比べてはもちろん，

10（広くアジア地域）での人と人，研究グルー

ヨーロッパ地域と比べてもそのように言えると

プと研究グループ，国と国をつなぐ役割を，強

思う．例えば，宗教の実際的な在り方も多様で

力にまた長い間，担っていた．中国各地，イン

ある．インドのかなり広い地域では，国際会議

ド各都市，インドネシア，シンガポール，マレー

など科学技術ミーティングの中で，灯火のセレ

14
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モニーを行うことがある．筆者がこれを初めて

した．ところが開催可能な時期が間近となって

経験したときにはとても違和感を覚えた．それ

しまい時間切れで，残念ながらその年は断念せ

ぞれの人の宗教は尊重したいと思うものの，わ

ざるを得なかった．しかしその過程で，多くの

ざわざ科学技術を論じる国際会議の中でその儀

AdCom メンバーのサポートを得ることができ，

式を行わなくともよいのではないか，それこそ

今後もし同様の事態が発生した場合には迅速な

参加者には様々な宗教・宗派の人がいるだろう

協力が得られることになった．もっとも，IEEE

し．しかし，そのぐらい宗教が生活の一部なの

の関与がないことの利点も存在し，特にアジア

だと，今では理解している．もっともこれは表

地区ではそれが重視される場合もあって，それも

面的な多様性である．もっと実際的には，それ

多様性の一つである．無視できない．ともあれ，

ぞれの国や地域によって，大学の運営や政府と

世界の仲間に広く相談でき援助をもらえること

の関わり方，研究予算の交渉方法，政府による

はこの上ない喜びである．そこにもボーナー先

人工衛星打ち上げの長期計画への関与の仕方な

生が構築した下地があるように感じる．

ど，それぞれ異なる苦労がある．
最近，オーストラリアで行う予定の国際会議

本会の海外フェロー（日本の外に住む外国人）

の開催が，急な政府補助金の取りやめなどによっ

は，ここのところずっと 5 人程度である．功績

て難しくなることがあった．この国際会議シリー

がフェローにつながることから，国内的であっ

ズ APSAR (Asia-Pacific Conference on Synthetic

た本会のフェローに日本人が多いことは仕方の

Aperture Radar) はアジア太平洋地域の合成開口

ないことかもしれない．しかし，本会の将来を

レーダ方面の研究者が集まって始めたものであ

考え「本会のために働くフェロー」という側面

る．基本的にはどこの学会にも所属しておらず，

に注目すると，海外のフェローを意図的に増や

それぞれの国の状況に合わせて臨機応変に運営

すことに大きな意義があると思う．海外，特に

している若い会議である．具体的には，中国，韓

中国，インドをはじめアジアの人々のサポート

国，日本，シンガポール，オーストラリアのこ

を得ることは本会の将来のための最重要点の一

の分野のコアメンバーが随時話し合って進めて

つである．例えば，英文論文誌の内容は充実し

いる．技術的に関連する IEEE Geoscience and

ているにも関わらず，最近乱立している各種数

Remote Sensing Society (GRSS) の AdCom 会議

値評価（インパクトファクタなど）は驚くほど

（理事会）でもコアメンバーはよく顔を合わせて

低い．編集委員や査読者の外国人比率はまだま

いる．筆者も，オーストラリアのリーダから相

だ低い．身近に感じてもらわなければ，なかな

談を受け，この問題への対応策を考えた．ただ

か投稿も引用もしてもらえない．英文論文誌を

ちょうどこの年（2019 年）には，日本は IEEE

日本人村にしてしまってはもったいない．運営

GRSS の主催する当該分野で最も大きく権威あ

システムを改善してゆかねばならない．その他

る会議を横浜で開催することになっていたため，

にも，若手が予算を臨機応変に使えるシステム

日本が引き受けることはできなかった．中国な

も望まれる．これらシステムの構築もフェロー

ども可能性を考えたが，その次の開催で準備を

はじめシニアなメンバーの責務である．

進めており難しいことが分かった．様々な可能

筆者自身も非力ながら役立ちたいと願う．

性を考え，IEEE GRSS から，技術共催ではなく
共同主催として関わってもらう案を進めようと
15
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国際会議 CANDAR2019 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

CANDAR (International Symposium on Com-

Functional Robots では，5 件の発表があった．

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

メインシンポジウム全体で質の高い論文 2 件を

は，コンピューティングとネットワーキングに関

CANDAR Best Paper，これらに次いで評価の

する幅広い分野を扱う国際会議であり，2013 年

高い 4 つの論文を CANDAR Outstanding Paper

に第 1 回を松山市で開催し，静岡市，札幌市，東

として表彰した．ワークショップ全体で評価の

広島市，青森市，高山市を経て，第 7 回は 2019 年

高い Poster 論文を Workshop Best Poster Paper

11 月 26 日から 29 日まで，長崎市の長崎市民会

に選び，また，ワークショップごとに優れた論

館で開催された．電子情報通信学会コンピュー

文を 1 件ずつ表彰した．

タシステム研究会 (CPSY) の共催 (Technically

2 件のメインシンポジウム基調講演と 9 件の

cosponsored) であり，論文集は IEEE から出版

ワークショップ基調講演が行われた．うち，メ

され，IEEE のデジタルライブラリに収録され

インシンポジウム基調講演では，(1) 富士通株式

る．参加登録者は約 240 名で，うち約 50 名が海

会社の田端猛一氏による，スーパコンピュータ

外（15 か国）からの参加者であった．

「富岳」で用いられるプロセッサ A64FX のアー

メインシンポジウムは 5 つのトラック (Al-

キテクチャの紹介と，(2) Zuse Institute Berlin

gorithms and Applications，Architecture and

(ZIB) の品野勇治氏による，スーパコンピュー

Computer System，Networking and Grid，Arti-

タの 43,000 コアを用いてスタイナー木問題の最

ficial Intelligence and Software Engineering, In-

適解を求めるソルバについての解説があった．

formation and Computer Security) から構成さ

2020 年の CANDAR は 11 月 24 日（水）〜27

れ，合計 94 件の投稿があり，14 件が Long Pa-

日（金）に那覇市の沖縄県男女共同参画センター

per，18 件が Regular Paper として採択された． （てぃるる）で開催する予定である．メインシン
採択率は 34%であり，質の高い論文が選ばれた．

ポジウムの投稿締め切りは 7 月中旬を予定して

また，併設の 8 つのワークショップでは，合計 108

いる．

件の発表があり，Graph Golf コンペティションで
3 件の発表があった．更に，招待ワークショップ
Workshop on Distributed Algorithms for Low16
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Graph Golf 2019 開催報告

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
の中で，直径・平均距離が最小のグラフを求め
よ」．これは Order/Degree 問題と呼ばれるグラ
フ理論の問題であり，次世代スーパーコンピュー
タに必須とされる低遅延な相互結合網の設計に
直接役立つが，グラフ理論家による研究が進んで
いなかった．我々は，Order/Degree 問題をオー
プンサイエンスの俎上に載せて追究を加速する
べく，小直径グラフ探索コンペ “Graph Golf” を
2015 年から開催している [1]．このコンペは，主
催者が指定したノード数・次数をもつグラフを
一般から募集し，その直径・平均距離の小ささ
を競うものである．5 回目となる今回は前回同

図 1. 受賞者と主催者

様，スーパーコンピュータをモデル化した一般
グラフ部門とチップ内ネットワークをモデル化
した格子グラフ部門を設けた．5 月 13 日から 7
月 21 日までがクローズド投稿期間，7 月 22 日
から 10 月 14 日までがオープン投稿期間であり，
オープン投稿期間に入ると投稿された解が毎週
1 回公開される．最終的に 1,382 件の有効投稿が
あった．
2019 年 11 月 26 日，国際会議 CANDAR’19 に
併設して長崎市民会館で開催した Graph Golf
ワークショップにおいて，一般グラフ部門で
Widest & Deepest Improvement Awards を受賞
した寺尾創さん（電気通信大学）と，格子グラフ
部門で Widest & Deepest Improvement Awards
を受賞した Team RK の中尾昌広さん（理研），
酒井真章さん・花田良子さん（関西大学）をそ
れぞれ表彰した．また，受賞者らの講演に先立
ち，中島耕太さん（富士通）が，“Conservative
Interconnect of Large-scale HPC systems” と題
する基調講演を行った．講演内容はウェブサイ
トで公開されている [2]．
今回のコンペでは，実在のスーパーコンピュー
タに即した 2 つの問題（1,726 頂点・30 次 = “Piz
Daint”，4,855 頂点・15 次 = “Trinity”）におい
て，直径が理論下限に等しいグラフが発見され
た．また，100 万頂点の大規模問題に対応する
ため，GPU を用いて直径・平均距離の計算を大
幅に高速化する技術が受賞者によって開発され
たことも大きな貢献といえる．
参考文献
[1] 藤原一毅，中野浩嗣，鯉渕道紘，“小直径グラフ
探索コンペ Graph Golf 5 年間の成果，
” 信学技報，
CPSY2019-27, July 2019.

図 2. 会場の様子

[2] http://research.nii.ac.jp/graphgolf/
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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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令和元年度 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 ▼寄稿者の皆様と編集委員の皆様のおかげで，面白い紙面となりました．皆様に心より感謝致し
ます．また，貴重な経験ができる編集委員ですので，今後に読者の皆様に編集委員の依頼がきたときには，
ぜひ快くお受け下さい．（主担当 木村）▼初めて副担当の仕事をさせて頂きました．主担当の木村先生，執
筆者，編集委員，幹事の皆様に支援頂き，副担当の仕事を進めることができました．このような貴重な経験
をさせて頂いた皆様に感謝致します．（副担当 坂地）
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