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情報学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策

―情報学的アプローチによる異分野間での学術情報

資源の共有― 

岡部 寿男（京都大学学術情報メディアセンター・教授） 

 

 学術研究の高度化が進展し、各学問分野の専門化・細分

化が進むなか、独創的な先端研究・融合研究の推進による

学術・社会のイノベーションの創出のためには、文系・理

系の区分にとらわれない総合系領域たる情報学分野の強

み・特色をさらに伸ばすとともに、異なる視点を持つ研究

者の知を結集させ、異分野融合・新分野創成の促進を図る

ことが重要と考えられる。そのような視点において、研究

者の専門である情報学の手法を用いて、さまざまな研究分

野がそれぞれもつ学術情報資源を共有できるようにする

ことによる学際的研究の創発の可能性について、科研費基

盤研究(A)課題「『地域の知』の共有と利活用を支援する地

域研究情報基盤の構築」研究分担者の立場、文部科学省科

学技術・学術審議会第 9期学術情報委員会専門委員の立場

など、さまざまな観点から調査を行った。その成果の一部

は情報処理学会「オープンサイエンスと研究データマネジ

メント研究グループ」の新設にもつながった。 

 また、情報学は純粋な学術研究から実学まで幅広く、研

究成果を社会実装し展開することが重要と考えられる分

野もあることから、学術研究の成果に関連する分野におけ

る国際標準化やシステム、サービスとしての社会展開への

道筋、大学と産業界の人材交流や社会人大学院などキャリ

アパスも含めた人材育成上の諸課題を調査した。 

並行して、学術研究の成果である論文や研究データ等の

オープン化による研究の振興と、その基盤となる情報シス

テムについて調査するとともに、前年度に引き続き Open 

Journal System (OJS)と呼ばれるオープンソースかつフリ

ーの査読システムを試験運用し評価して、我が国の学会の

学術論文誌での利用の可能性について検討した。 

 
情報学の分野に関する学術研究動向及び学術振興方

策-情報学とその周辺領域における新たな展開- 

河口 信夫（名古屋大学 未来社会創造機構・教授） 

 

 情報学分野のうち、特に位置情報システム、モバイルコ

ンピューティング、ユビキタスコンピューティング、機械

学習、IoT、自動運転分野について、国内外の学会への参加

や研究者との議論、セッション構成や発表論文の調査など

を通じて研究動向調査を行った。 

 屋内における測位やナビゲーションに関する国際会議

である IPIN2018 は、2010 年の初回から数えて 9 回目の開

催を迎えている。屋内測位技術は、WiFiや BLE, UWBなど

の電波だけでなく、非可聴音や LIDAR, 画像, PDR, 磁気, 

気圧といった様々なモダリティを複合的に利用する技術

であり、ここ数年間で着実に技術が進展し、実用化が進み

つつある。このような技術はベンチマークを通じた比較が

必要であるが、年々進化する技術においては、世界で統一

されたベンチマーク基準を作ることが困難であるため、

IPINでは、毎回コンペティションを通じて様々な研究組織

が技術を競い、その時点での有効性が確認できる環境を提

供している。研究成果が少しずつ事業に向かっている状況

であるため、キーノートスピーチでは、企業人がどのよう

に屋内測位のビジネスモデルを作り事業を加速化してい

くか、といった話題があり、屋内地図の国際標準に関する

ワークショップも開かれていた。 

ユビキタスコンピューティングとウェアラブルコンピ

ュ ーテ ィング に関 する最 高峰 の国際 会議 である 

UbiComp/ISWC2018では、年々投稿数が増え、採択率の問題

や、査読者・投稿者の負担・機会の向上といった様々な課

題を解決するため、2017年からは、年 1回の〆切が来るカ

ンファレンスモデルをやめ、年 4回の〆切を持つ論文誌ス

タイルを採用することになった。年 1回開催されるカンフ

ァレンスは継続され、論文誌 IMWUTに採択されると、カン

ファレンスで講演する権利が得られる、という形態になっ

た。当初は混乱したり、投稿数が減ったりするのでは、と

いう憶測もあったが、結果的には投稿数は維持され、2017

年は計 122件、2018年は 186件の発表があり、カンファレ

ンスモデルから論文誌モデルへの移行はスムーズに進ん

だと言えよう。なお、2018年は採択された論文数は 207本

で、登壇率はほぼ 9割である。ユビキタスコンピューティ

ング分野の研究者の興味も大きく広がりつつあり、メンタ

ルヘルスから個人認証、スマートスピーカの長期利用調査
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など幅広い発表がなされていた。PerCom2019ではデータプ

ライバシに関する参加者アンケートに基づきパネルが開

催されたのも印象的であった。 

 
情報学基礎論関連、計算機システム関連分野に関す

る学術研究動向−情報学基礎論および計算機システ

ムにおけるディペンダビリティの新たな展開−  

井上 美智子（奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技

術研究科 情報科学領域・教授） 

 

 情報学基礎論および計算機システムにおけるディペンダ

ビリティの新たな展開に関する調査を行なった。 

 情報学基礎論分野では、分散システムに関わる計算理論に

関する調査を行なった。従来、分散システムに関わる計算理

論の研究は、計算機ネットワーク、共有メモリマルチプロセ

ッサシステムなどの計算機システムに関する理論が主であ

ったが、移動ロボット群に関する計算理論、ブロックチェー

ンに関する計算理論など対象が拡大している。移動ロボット

群に関する理論では、平面を移動するロボットだけでなく、

分子ロボット、ドローンなど空間を移動可能なロボット群に

関する研究も行われており、３次元空間でのロボット群の協

調動作に関する研究が進んでいる。また、ブロックチェーン

に関しては、これを分散共有メモリとして理論的に捉えた理

論が展開されている。これらの研究では、信頼性、安全性、

セキュリティなどディペンダビリティに関する要素を含ん

だ計算モデルが議論されており、実開発におけるディペンダ

ビリティを担保する役割を担っていると考えられる。 

 計算機システム分野では、集積回路のディペンダビリテ

ィに関する調査を行なった。この分野では、機械学習に関

連する研究が展開されている。集積回路のテストに関する

分野では、従来のテストでは見逃していた不良を深層学習

などの機械学習の手法を用いて検出する手法が提案され、

セキュリティの分野では、集積回路の設計や製品に混入し

た不正な回路であるトロイ回路や集積回路の偽造品の検

出に機械学習が利用されている。さらに、ニューラルネッ

トワークをハードウェアで実装する脳型コンピュータの

研究の一環として、その高信頼化に関する研究も展開され

ている。従来の研究の質を機械学習によって向上させる研

究と、脳型コンピュータを実用化させることで機械学習の

効率を改善させる研究との両輪で機械学習に関わる研究

が展開されている。 

 
生命、健康および医療情報学関連分野に関する学術

研究動向－生命、健康および医療関連分野での情報

学との融合研究の新たな展開－  

松田 秀雄（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

生命、健康および医療情報学関連分野に関する学術研究

動向の中で、生命・健康・医療の関連分野と情報学との融

合研究についての動向調査や、国内外の最新の研究成果や

注目すべき研究テーマについて動向調査を行った。近年の

傾向として、ビッグデータ関連技術や、一細胞レベルでの

遺伝子データ解析技術などの新たな展開が注目されてい

る。 

ビッグデータ関連技術の開発で、代表的な動きに、米国

NIH の推進する BD2K (Big Data to Knowledge)や、欧州

で進められている ELIXIR がある。BD2K ではビッグデー

タからの知識の発見に向けての研究開発に注力しており、

ゲノムデータ基盤の構築や、機械学習とテキストマイニン

グなどのデータ解析技術の開発が行われており、個別化医

療やヘルスケアへの応用を目指す研究成果が得られつつ

ある。また、ELIXIR では主に生命科学分野のデータを利

用するためのデータ基盤の構築に向けた取り組みが進め

られている。さらに近年の動向として、研究データ利活用

に対する基本原則として FAIR (Findable, Accessible, 

Interoperable, Re-usable)という原則が提唱されている。欧

州や米国でのこのようなデータの共有と相互利用の取り

組みは、データの相互利用の点で重要となるため、注目し

ていく必要がある。 

また、生体組織中に存在する多様な細胞を分離して、一

細胞レベルで遺伝子データを解析する技術が開発されて

いる。これにより、例えば、がんの部位における正常細胞

とがん化細胞のそれぞれで働く遺伝子の比較などのデー

タが得られるため注目を集めている。しかし、得られるデ

ータは、数千～数万個の細胞と数万個の遺伝子という膨大

な組合せとなることや、データに多数の欠損値が存在する
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ことを考慮する必要があるなどの課題があり、情報学分野

との融合研究による新たなデータ解析技術の開発が強く

期待されている。 

 
知覚情報処理分野に関する学術研究動向－メディア

情報の知的処理とその機能高度化に関する調査研究 

谷口 倫一郎（九州大学大学院システム情報研究院・教授） 

 

・知覚情報処理およびそれに関連する人間情報学分野の国

際会議等に参加すると共に，他の関連国際会議に出席した

研究者と情報交換を行った．知覚情報処理分野，特にコン

ピュータビジョン，パターン認識，メディア情報処理では

最近の傾向である深層学習の利活用がさらに進んでいる．

深層学習の仕組みそのものに関する研究も相当数あるが，

それ以上に深層学習（とその拡張）を利用した応用事例の

研究が活発である．深層学習に関連する研究では，日本の

研究者の存在感は相対的に薄くなっている印象がある．関

連する国際会議の参加者数もうなぎ登りに増えており，会

議の大規模化が進んでいる一方で，国際会議の場で密な議

論をすることがしにくくなっているという面は否めない．

また，深層学習をはじめ機械学習の性能は学習データの豊

富さに依存する部分がかなりあり，学習データをどのよう

に確保するかが（学習データの増強の方式を含め）大きな

課題である．  

・知覚情報処理は人間情報学の１つの分野であり，関連する

分野として人工知能などの基礎的な研究に加えて，応用と

しての仮想現実（Virtual Reality）／拡張現実（Augmented 

Reality），学習・教育支援に関する研究が進展してきてい

る．これらの分野では，実際の応用場面（教育，ナビゲー

ション，社会システム等）での課題抽出や評価が進んでお

り，シーズベースだけでなく，ニーズベースの研究開発も

進展している．人工知能分野では，知識表現，制約充足問

題，ゲーム理論などオーソドックスなテーマも継続的に研

究が進められており，AAAIといったトップティアの国際会

議でも論文が採択されている．一方で，AI for Social 

Impactというカテゴリーの論文発表も目立っている．人工

知能技術が近年大きく進展し，かなり実用に耐えられるよ

うになった証左でもあるといえるし，人工知能研究者のか

なりが，単に知能の機械的実現だけでなく，情報技術と社

会との関わりに意識を向けていることを示していると思

われる． 

 
計算機システム分野に関する学術研究動向 

-リコンフィギャラブルコンピューティングに関す

る実システムに基づく研究動向調査- 
天野 英晴（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

従来、少量生産のチップやプロトタイプに用いられてき

た FPGA(Field Programmable Gate Array)は、ここ数年、

ビッグデータ分野および AI 分野、特に Deep Learning に

おける Training Phase における特殊目的用性能加速デバ

イス（アクセラレータ）としての利用が進んでいる。国際

学会 CoolChip21,CANDAR2018,ICFPT2018 への講師の招聘、

キーノートスピーカとしての参加、Imperial Collegeの教

授の招聘等により以下の 3つのトレンドを調査した。 

① コンピューテーション分野における高性能化、高機

能化を指向した FPGAの登場と普及 

Intel 社 Stratix-10 は最大 10TFLOPS に達する浮動小数

点演算ブロックを持ち、特殊なチップ内ネットワークによ

り１GHz の動作速度を容易に達成することができ、Deep 

Learningの Training Phaseに用いられることが期待され

ている。一方、Xilinx社の Virtex Ultrascale+は、350MB

の大容量の組み込み SRAM を持ち、ビッグデータ処理に用

いられることが期待されている。 

② FPGA-in-Cloud、すなわちクラウド内での FPGA利用

の普及 

FPGA をクラウド中でアクセラレータとして共有する利

用方法が普及している。また、Microsoft 社 Catapult な

ど多数の FPGA を相互接続して、FPGA クラスタを構成して

クラウドで利用する試みも盛んである。 

③ HLS(High Level Synthesis)設計環境の普及 

従来 FPGAは HDL（Hardware Description Language）を

用いて設計される場合が多かった。しかし、計算用途とし

ての利用が広がると共に、C、C++、OpenCLなどの高級言語

で設計する環境がクラウドで利用されている。 
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アルゴリズム、最適化分野に関する学術的動向 －AI、

機械学習、深層学習などの情報分野境界領域への展

開－ 

河原林 健一（情報・システム研究機構国立情報学研究所 

情報学プリンシプル研究系・教授） 

 

近年の機械学習、そして深層学習による人工知能の発展

において、数理を基盤にしたアルゴリズムと最適化技術の

革新は大きなインパクトを持ち、SOCIETY5.0 の礎として、

社会の変革につながっている。実際、近年の機械学習の中

核をなす「学習アルゴリズム」は、学習の効率の理論的な

保証を与え、現在の機械学習アルゴリズムの基盤を与えた。

また IT社会全体でも、基礎理論に基づくアルゴリズムは、

現代社会の進歩を加速度的に後押ししてきた。特に現在の

情報検索、ゲノム情報処理などのアルゴリズム革新は国家

規模のビジネス創成につながっている。 

 本年度は、アルゴリズム分野と AI・機械学習分野の比較

を行った。アルゴリズム分野のトップ会議（STOC、FOCS、

SODA）の現状は、過去 10年と変わらず以下のような状況で

ある。 

1. MIT ､ Stanford ､ CMU が世界を凌駕し、 Princeton ､

Berkeleyなどがつづく。 

2. イスラエルの研究者も論文数全体の 10％前後を占め、

Visibilityを発揮している。 

3. 中国は、論文数全体の 5％程度であり、日本は 2-3％で

ある。 

4. GAFAの研究者は、多くない（全体で 5％以下）。ただ

し Microsoft Research(Redmond、Cambridge)はそれな

りの Visibilityを発揮している。 

この流れは、現在の AI、機械学習分野とはだいぶ違う。例

えば、 

１．AAAI、IJCAIなどの人工知能分野 

２．ICML、NIPSなどの機械学習分野 

この 2つに関しては、共通して、中国が論文採択数 No.1

であり、30％程度の Visibilityを発揮している。またアメ

リカ、中国を合わせると 50％近くの論文数を占め、イギリ

ス、ドイツ、フランス、シンガポール、スイス、日本など

が、ほぼ同じ程度の Visibilityである。 

 さらに理論分野と大きく違うのは、GAFA、Microsoft な

どの企業研究者が席巻しているところである。おそらく

20-30％の論文は、企業研究者が関係しているようである。 

 
知能ロボティクス関連分野に関する学術研究動向 

－知能ロボットの新たな潮流と実用化への展開－ 

近野 敦（北海道大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

ロボット工学は，ロボットの制御や動作生成，センサや

アクチュエータの要素技術開発に留まらず，自動車の自動

運転や無人航空機（ドローン）の自律飛行などに代表され

る機械の知能化，医療・看護・福祉支援，災害対策やレス

キュー活動，農業や林業の自動化，など多くの分野を広く

カバーしている．近年のロボット工学における潮流とし

て，大きな進展がみられる人工知能分野での研究成果を応

用したロボットの知能化が挙げられる． 

従来のロボットは，工場やオフィスなど周囲の状況のモ

デル化が容易な，限定された環境で使用されてきた．しか

し自動車の自動運転やドローンによる荷物配送などでは，

周囲の状況のモデル化が困難な場合のほうが多く，想定し

ていない状況が発生した際にも適切に対応できる知能が

必要になってくる．このような未知の状況への対応能力自

体は古くから研究されているテーマではあるが，深層学習

や強化学習，その二つを組み合わせた深層強化学習（DQN: 

Deep Q-Network) などの効率的な機械学習法の開発，イ

ンターネットの普及により学習データを用意するのが容

易になったこと，画像処理演算器（GPU）を汎用計算に用

いることで計算処理能力が飛躍的に増大したこと，などの

研究開発環境の向上が，この分野の研究を飛躍的に進展さ

せる要因となっている． 

また，近年のロボットの知能化技術の向上には，ロボッ

ト用ミドルウェアが整備されたことが大いに貢献してい

る．このようなミドルウェアとして，米国 Willow Garage

社が開発した ROS (Robot Operating System: 現在は非営

利団体の Open Robotics が開発を継続)と，日本の産業技

術総合研究所が開発した OpenRTM-aist が広く用いられ

ている．このようなミドルウェアの普及により，他者が開

発したソフトウェアの再利用性が高まり，ロボットソフト
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ウェア開発の生産性が飛躍的に高まっている． 

 
知覚情報処理、認知科学分野に関する学術研究動向

－人間情報学と人工知能研究の相互作用と展開－  

中内 茂樹（豊橋技術科学大学大学院工学研究科・教

授） 

 

最近の計測技術の発展によって Eye tracking（眼球運動計

測）あるいは Pupillometry （瞳孔反応計測）に関わる研

究・開発が活性化している。特に、高性能化（HMD への計

測機器の組み込み等）、小型化、低価格化が進んでいる。

こうした流れを受けて、新しい Human-Machine-Interface

としての可能性や、VRとの組み合わせについての研究が多

くみられた。また、こうした新しい装置を用いた認知実験

として、例えば意識に上らない認知状態を眼球運動や瞳孔

反応から探る研究も活性化している。例えば、人間同士の

コミュニケーションにおける文化比較や美的経験、注意状

態をこれら生体反応から推定しようとする試みがなされ

ている。このような人間の内部状態（知覚内容や認知状態）

を推定する技術は、例えば自動運転における運転者の危険

状態（漫然運転など）の検出や、ロボットと人の間のコミ

ュニケーション技術への応用が期待されている。また、現

在の人工知能技術が成功を収めているのが主に知覚情報

（vision, auditory）処理である一方、人工知能技術と人

間の共生を進める上で欠かすことができない情動などの

認知状態推定への関心が高まっており、計測技術開発の活

性化もそれを後押ししている。 

 

統計科学関連分野に関する学術研究動向－持続可能

な超スマート社会の実現に向けた統計科学の技術展

開－  

松井 知子（統計数理研究所データ科学研究系・

教授） 

 

超スマート社会では、個々人に対応したサービスを提供で

きるシステムが求められるであろう。話者認識は個人を識

別・認証する技術であり、超スマート社会の基盤となる技

術の一つである。また、持続可能な社会を実現するために

は時空間モデリングや予測シミュレーションの環境状況

を認識・予測する技術が必要不可欠である。そこで本調査

研究では、持続可能な超スマート社会の実現に向けた統計

科学の技術として、話者認識、時空間モデリング、予測シ

ミュレーションを取り上げ、そのトレンドを調査した。以

下、それぞれについて述べる。 

 話者認識では一般に、周波数分析などにより信号処理し

た入力音声に対して、統計・機械学習の手法が適用される。

この手法に関する最新の研究例としては、deep learning

（DL）による end-to-endシステムが着目されている。この

システムでは信号処理した入力音声を、DLのモデルに与え

て直接、話者判定まで行う。従来、音声信号の特徴を詳細

に考慮したモデル化が行われてきたが、データにモデル選

択を任せる DLの手法がより高性能を達成している。音声・

画像認識、言語処理などの他の応用と同様に、話者認識で

も DLによる手法が主流になりつつある。 

時空間モデリングについては、主に環境分野で用いられる

技術について調査を行なった。この分野では、気象データ

などの時々刻々と観測される大量データを処理する必要

があるために、比較的簡単な（線形の）モデルが用いられ

る傾向にあるようだ。確率モデルが用いられる場合でも、

不確実性はガウス分布のノイズで表すことが多い。今後は

熱波などの異常現象を扱うために、より高度な統計アプロ

ーチの導入を検討することが望まれる。 

予測シミュレーションについて、主に環境分野で用いられ

る技術について調査を行ない、近年はデータ同化の技術が

有効に用いられていることを確認した。 

 

 


