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本報告書は、国立研究開発法人科学技術振興機構との実施協定に

基づき、国立情報学研究所が実施した令和 3年度グローバルサイエ

ンスキャンパス『情報科学の達人』育成官民協働プログラムの成果を

取りまとめたものです。 
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Ⅰ．企画の概要 

（1）背景 

現代の情報学の研究と ITを利用したビジネスは、GAFA 等の巨大 IT 企業が他国企業を圧倒し支配

的・独占的なシェアを占めている。これらの巨大 IT 企業でテクノロジーをリードするのは 20 代後半

～30代前半の情報学のエリート研究者である。そのため、情報学分野では 20 代 で世界トップクラス

の研究に取り組むのが当たり前になっており、それに向けての教育システムも欧米では整備されてい

る。 

現在、高校生が参加する情報オリンピックでは、世界で常にトップ 5をキープするなど、我が国の

情報学分野における高校生のトップ才能は、自信をもって世界トップクラスと言える。また高専は、

日本を代表するような若手研究者を多数輩出している。実際、科学技術振興機構（JST）における情報

学分野の若手育成プログラム「ACT-I」では、全体の 2〜3割程度の採択者が高専出身である。 

しかしながら、我が国における情報学分野のエリート養成は、高校年代で世界トップクラスの才能

を多数抱えているにもかかわらず、高校、高専、大学、そして大学院と連携・接続がないと言わざる

を得ない状況である。このような状況を鑑みて、本プログラムでは、高校年代の情報学分野のトップ

才能と、大学・大学院の「エリート」との接続を行い、さらに日本を代表する情報学分野の研究者と

の共同研究の場を提供する。特別優秀なトップ才能には、本企画の実施期間終了後の発展として、海

外の著名研究機関で、一定期間研究する機会を提供する。これらのプログラムにより、高校卒業から

10 年程度で世界的な研究者・技術者の輩出をめざす。 

 

（2）目的・目標 

具体的には、まず情報オリンピックの高校生上位層、高専におけるトップ層、そして一般公募から

選抜した受講生約 30〜40人に対して、第 1段階として、情報学の最先端研究に触れる機会を 6か月に

わたって提供する。その後、第 2段階として、第 1段階から特に優秀であった受講生 10名程度に対し

て、情報学各分野において日本を代表する研究者 10名ほどと研究興味のマッチングを行う。そして受

講生は、半年にわたり上記研究者の研究室に所属し、世界最先端の研究に取り組んでもらう。また本

プログラムで特筆すべき研究成果を上げた受講生に対しては、上記の日本トップレベルの研究者の推

薦により、海外の著名研究機関で一定期間の研究を行う機会を提供する予定である。 

さらに ACT-I研究者、ACT-X研究者など、日本を代表する若手研究者（大学院生を含む）が、メンタ

ーとして、受講生の研究面、精神面のケアにあたり、彼らを通して、トップ才能の高校、大学、大学

院の接続を目指す。将来的には、本プログラム卒業者が、大学院生となって ACT-X研究者などを経験

し、本プログラムの「メンター」として帰ってくる「エコシステム」の構築まで視野に入れる。 

 

（3）取組概要 

今回の募集では、情報オリンピック委員会の推薦を希望した方から 19 名を選抜した。また一般公募

では 22 名を選抜し、合計 41 名の受講生を決定した。また、NII 管理のもと高専 3 年、4 年生 3 名を選

抜した（全体の選抜数は 44 名）。 

本プログラムでは、コロナウィルス感染拡大防止のため研究室派遣を当面の間断念し、日本の情報学

分野のトップレベルの研究者（例えば ERATOの総括経験者が 6名）によるオンライン講習を実施してい

る。このオンライン講習により、受講生が情報分野研究の最先端に触れることが可能になった。 

また ACT-I、ACT-X、さきがけ経験者、そして高専卒業者、国際オリンピック経験者合計 14 名がメン

ターとして参加し、受講生に助言・指導を行なった。このメンター制度を利用して、若手エリート研究

者が、高校、高専のトップレベルの才能をさらに引き上げる「エコシステム」の構築を目指す。 
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Ⅱ．受講生の募集と第一次選抜・第二次選抜 

（1）受講生募集の方針と選抜基準 

・受講生募集・広報 

令和 3年度の受講生の募集は、受講生募集のチラシを作成し、全国の SSH、国公立高専に配布した。

さらに情報処理学会から全国への通知、JST から SSH への通知を行い、NII のメールマガジン、ソー

シャルメディアを利用し、2020年 11月 4日から 2021 年 1月 22日の期間募集を行った。また、NIIの

広報 HPを通じて本プログラムの概要及び募集要項を周知した。 

 

・選抜基準 

第 1段階の選抜に関しては以下の 2つを選考基準とした。 

Ⅰ.受講生がすでに高校生トップクラスの数学理解およびアルゴリズム理解、あるいはプログラミ

ング能力があること 

Ⅱ.選抜された場合に情報学に関するどのような研究を行いたいかという考えがある程度あること 

 

具体的な選抜基準は、以下の能力のどれか 1つを満たすこととした。 

(a)高速アルゴリズムを数学的に開発できる。 

(b)高速アルゴリズムの実装に慣れている。 

(c)ロボット、セキュリティ、ディープラーニング、コンピューターグラフィックス、ワイヤレス

ネットワークを含む IoT技術などの実装に長けている。 

(d)長期間かけた課題（例えばソフトウェア実装など）をやり抜く能力があること。 

これらの基準を満たすかどうかの客観的判断は、基本的には、上記の既存コンテストでの順位および

SSH 実施校の業績等を参考にした。 

 

（2）募集、第一次選抜の具体的な取組・方法 

第一次選抜は、情報オリンピック委員会、高専、情報処理学会、そして NII が実施した一般受講生

の募集を一本化した。応募の際、情報オリンピック委員会の推薦を希望するかのチェック欄を作った。 

 

第一次選抜は、情報オリンピック委員会、高専、情報処理学会、そして NII が実施した一般受講生

の募集を一本化した。応募の際、情報オリンピック委員会の推薦を希望するかのチェック欄を作った。

公募の結果合計 80名の応募があり、まず、情報オリンピック委員会の推薦を希望した方から 19名を

選抜した。また一般公募では 22 名を選抜し、合計 41 名の受講生を決定した。また、NII 管理のもと

高専 3年、4年生 3名を選抜した（全体の選抜数は 44名）。 

 

以下、具体的な情報オリンピック委員会の選抜方法を記述する。 

情報オリンピック日本委員会は、第 20 回日本情報オリンピック(JOI2020/2021)の二次予選における

成績優秀者を対象に、本プログラム受講生の選抜を行った。成績優秀者としては、予選 Aランク者（参

加者中の上位約 70名）とした。受講生選抜は、予選の成績のみならず、下記も考慮し、合計 19名採

択した。 

・過去の日本情報オリンピックの成績 

・提携プログラミングコンテスト（スーパーコンピューティングコンテスト（東京工業大学、大阪

大学等）、 パソコン甲子園（会津大学等）、 全国高専プログラミングコンテスト）への参加の有

無とその結果 

・他のプログラミングコンテスト（AtCoder、 Codeforces、 CS Academy、 Google Code Jam、

TopCoder など）への参加の有無とその結果、レーティング（サイト上でレーティングが公開され

ている場合はユーザ名・IDも） 
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情報処理学会は、以下のコンテストを主宰している。 

【情報処理学会 国際人工知能プログラミングコンテスト: SamurAI Coding】 

【情報処理学会 中高生情報学研究コンテスト】 

情報処理学会として上記のコンテストを本プログラム受講生の審査プロセスとして積極的に活用

し、成績上位チームの代表者で対象者（コンテスト実施時点で高 2生）若干名を採択した。また、情

報処理学会と協力し、若手奨励賞の対象としている上記のコンテストに関して、NII と共同で選抜す

る「一般枠」において、それぞれのコンテストの運営委員会に入賞者の中から受講生を選抜した。 

 

また高専に関しては、高専の種々のコンテストの業績、さらにコンテストの主催者の推薦等を考慮

し採択した。その他、未踏ジュニア経験者、SSH 経験者も、申請理由を加味しながら選抜し、さらに

応募理由と情報分野以外のコンテスト等の実績を加味し採択した。 

 

（3）応募者および第一次選抜・第二次選抜の受講生数の 1年間の実績  

 

当該年度 募集・選抜 (中学) 高 1 高 2 高 3 男 女 計 

令和 2年度 

応募者 14 31 22 0 65 2 67 

第一次選抜 6 15 12 0 31 2 33 

第二次選抜 2 4 14 9 27 2 29 

令和 3年度 

応募者 38 23 11 0 68 4 72 

第一次選抜 20 13 8 0 37 4 41 

第二次選抜 7 9 9 5 27 3 30 

 

令和 2年度 

※第一次選抜は令和元年度に行ない、研究活動は令和 2年度に行っている。 

※上記に加え、高専 3年、4年生の応募 9名、第一次選抜 5名を NII管理のもと選抜している。 

※第二次選抜者の学年は第一次選抜時に対して 1学年上がっている。 

      

令和 3年度 

※第一次選抜は令和 2年度に行ない、研究活動は令和 3年度に行っている。 

※上記に加え、高専 3年、4年生の応募 7名、第一次選抜 3名を NII管理のもと選抜している。 

※第二次選抜者の学年は第一次選抜時に対して 1学年上がっている。 

 

（4）選抜結果と選抜した受講生の能力・資質特性 

情報オリンピックから選抜された受講生は、基礎的なプログラミング能力を身に着けている。実際、

彼らは、情報オリンピックのレベルを鑑みると、大学 3年生のレベルのプログラミング能力、および

大学 2年生程度のアルゴリズム理解を身に着けている。 

さらに未踏ジュニア経験者、高専の様々なコンテストの上位進出者も、研究を開始するには十分の

プログラムミング能力を身に着け、さらに、情報オリンピック出身者とは異なる、パラメータチュー

リングなどの「エンジニアリング能力」も身に着けている。 

以上のように、受講生の大半は、すでに大学生後半のプログラミング能力とアルゴリズム能力を身

に着けており、すぐにでも研究に取り組むことが可能なレベルにある。 

第 1段階育成プログラムでは情報分野全体の理解に主に重点におきプログラムを進め、第 1段階を

通して多くの知見を得た受講生はメンターとの共同研究を行った。 
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Ⅲ．育成プログラム 

（1）プログラムの全体像 

本プログラムは 2019 年の 11 月に始まり、2020 年度に第 1 期生、2021 年度に第 2 期生の受講生を

迎えてプログラムを進めている。受講生は 4 月から翌年の 3 月まで 1 年間研究を行っており、今後 3

期生の選抜・プログラム推進を行っていく予定である。 

本プログラムは第 1 段階育成プログラム（4 月〜9 月）と第 2 段階育成プログラム(10 月〜3 月)で

構成される。当初は、受講生が自宅近くの大学の研究室等に出かけて研究を進める予定であったが、

コロナ禍の影響により、現在オンライン講習やオンラインによるメンターとの共同研究を進めている。

この章のプログラム全体像においては、当初計画していたプログラムについて説明を行い、（2）第 1

段階での育成状況、（3）第二次選抜の実施と第二次選抜生の第 2段階の育成状況において、変更後の

プログラムについて述べる。 

 

・第 1段階育成プログラム（2021年 4月〜9月) 

第 1段階育成プログラムでは、広く浅く情報学最先端研究を学ぶ機会を受講生に提供する。 

具体的には、情報処理学会が、40以上の各研究会 SIG(Special Interest Group）、および日本の各地

方支部の協力のもと、受講生の居住地に応じて、大学研究室の訪問先を決定する（下図を参照）。この

際、受講生の研究興味を SIGが加味しながら、各地方支部により受講生に移動の負担をなるべく小さ

くするような訪問先を推薦し、最終的に情報処理学会と NIIのコーディネータ・サブコーディネータ

が訪問先を決定する。受講生は、訪問先の大学にて広く浅く情報学最先端研究を学ぶ。 

訪問先の大学には、本プログラムの連携機関として参画を求める。また実施機関である NIIは「学 

共同利用機関」であるため、全国の大学の研究者受け入れをスムーズに行うことができる。 

具体的には、 

1．訪問先の研究者を NIIの客員教授等として迎える 

2．客員教授等に研究費を付与することで、受講生受け入れ態勢を整えることができるしたがって、

訪問先の大学との連携、そしてホスト研究者との連携は、実施機関である NII が大学共同利用

機関の強みを生かすことができる。 

 

本提案のユニークな点の一つは、メンターに情報学分野の若手研究者を割り当てることである。メ

ンターは主に以下の母体から選ぶ。 

1．NII の若手研究者： 情報オリンピック、および ICPC（国際大学対抗プログラミングコンテス

ト）などの有名プログラムコンテストの上位進出経験者を中心に 3、4名選抜予定。 

2．ACT-I、または ACT-X に採択経験がある若手研究者：ACT-I、ACT-X ともに、大学院生から 35 歳

程度、あるいは博士取得 8 年未満の研究者のみ採用されている。すでに ACT-I 研究者 8 人程度

から快諾を得ている。この中には、高専出身者も何人か含まれている。 

3．1、2以外の情報オリンピック上位進出経験者、および情報オリンピックのメンター経験者。 
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各メンターは、第 1 段階の受講生 2、3 名程度に対して多方面からアドバイスを行い、さらに研究

室訪問や研究計画の構想について受講生との対話により助言・指導を行う。さらに第 2段階への受講

生選抜、さらには、本プログラム終了後にメンターと修了生が共同研究を行うことも推奨する予定で

ある。以上のように、本プログラムのユニークな点は、メンターを通して、受講生のケアと修了生と

のつながりを維持していくところにある。 

第 1 段階育成プログラムの最終段階として、2 回程度合宿形式の勉強会を開催する。メンターとゲ

ストスピーカーによる研究紹介を行う。この合宿中に、メンターが受講生と面談の上、受講生の研究

分野を絞る。また、受講生同士のつながりも将来を考えると重要であるため、受講生同士の交流の場

もこの合宿で設ける。さらにメンターからの情報をもとに、少数有志による合宿（メンターも参加予

定）も企画する。 

 

・第二次選抜 

第 1段階受講生の中から、メンターからの報告により、NII,情報処理学会のコーディネータ・サブ

コーディネータが 10名程度の第 2段階受講生を選考する。 

第 1段階育成プログラム開始時の選抜と同様、運営委員会（2020年 9月頃開催）で受講生を正式決

定する。第 2段階受講生選抜は、国内情報分野の若手研究者（メンター）による評価、推薦書、およ

び受講生の第 2段階に向けての研究プロポーザルを判断材料とし、場合によっては第 1段階実施にお

いて訪問先となった研究機関（連携機関として参画していることを想定）のホスト先の研究室の評価

も加味し、コーディネータ・サブコーディネータおよび運営委員会で総合的に判断する。 

評価に関して重視する点に関しては以下である。 

1．研究テーマに対して意欲的にサーベイ等の準備を行えるか 

2．研究対象に対して多くの時間をかけて自ら新しいアイデアをだすことができるか 

一方で、受講生のスキルの多様性に配慮しつつ第 2段階の選考を進める必要がある。この点に関し

ては、メンターからの受講生に関する情報を考慮しながら、コーディネータが大局的な視点も取り入

れ、評価を行う。 

 

第 1 段階育成プログラム 
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・第 2段階育成プログラム（2021年 10月〜2022年 3 月） 

第 2段階育成プログラムでは、受講生が情報学最先端の研究を行う。コーディネータ・サブコーデ

ィネータは、選抜された受講生自身の研究テーマに応じた日本のトップ情報学研究者を選定し、研究

室へ受講生の受入れを依頼し、受け入れ先の大学には、本プログラムの連携機関として参画を求める。

受け入れ先研究室と受講生とのコミュニケーションを円滑に行うために、NII は遠隔地のサポートを

提供する（後述）。また第 1段階同様、実施機関である NIIは「大学共同利用機関」であるため、全国

の大学の研究者受け入れをスムーズに行うことができる。 

具体的には、 

1．受け入れ先の研究者を NIIの客員教授等として迎える 

2．客員教授等に研究費等を付与することで、受講生受け入れ態勢を整えることができる 

 

第 2段階育成プログラムの最終段階としてワークショップを開催し、各受講生による成果発表を行

う。また、情報処理学会全国大会等における特別セッションで受講生により成果発表を行う。第 2段

階に選抜されなかった受講生については、双方が希望すればメンターとの共同研究を行う。 

 

・大学入学後における民間資金による海外研究開発活動  

本提案では、第 2段階プログラム修了生のうち、数名の受講生に関しては、民間資金の活用により

海外の著名研究機関に一定期間派遣し、世界の最高峰の研究者との共同研究の機会を提供する予定で

ある。受講生の選定、そして選抜された受講生を受け入れる海外研究機関の選定は、NII が中心にな

って行い運営委員会において正式決定する予定である。 

 

・トップ才能の高大接続から、さらに大学院への接続へ 

本プログラムは、高校生、高専生のトップ才能に、情報学分野の最先端研究に触れてもらい、さら

に実際の研究に従事してもらうことを目的としている。さらに本プログラムを単発の企画で終わらせ

ることなく、受講修了生が大学、大学院進学後も JST の情報学分野若手研究者支援のプログラム ACT-

I,ACT－Xを利用するなどしてサポートし情報学コミュニティへの参入を促す。 

第二次選抜 
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（2）第 1段階での育成 

・メンター研究者からの指導 

第 1段階育成プログラム(2021年 4月～9月)では、JSTの戦略研究推進事業である ACT-I/ACT-X の

研究者、情報オリンピックや各種プログラムコンテストの上位経験者からなる若手研究者（メンター）

陣が、各受講生とグループを作り研究に対する助言・指導を行った。受講生はメンター研究者と Slack、

Email等による定期的なコミュニケーションをとっている。2021年度のメンター研究者を以下に示す。 

 

原 祐子准教授（東京工業大学工学院情報通信系）              

IoT、組み込みシステム 

吉田 悠一教授（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系） 

アルゴリズム（理論、実装） 

荒瀬 由紀准教授（大阪大学大学院情報科学研究科）   

自然言語処理          

高前田 伸也准教授（東京大学大学院情報理工学系研究科）     

アーキテクチャ 

杉山 麿人准教授（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系) 

機械学習、人工知能 

松井 勇佑講師（東京大学大学院情報理工学系研究科）     

画像処理 

石畠 正和研究主任（NTTコミュニケーション科学基礎研究所)      

人工知能、機械学習 

山口 勇太郎准教授（大阪大学大学院情報科学研究科 ）     

組合せ最適化、アルゴリズム 

平原 秀一准教授（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系)      

計算理論、アルゴリズム 

鳴海 紘也特任講師（東京大学大学院工学系研究科 ）         

ヒューマンインタラクション 

「情報科学の達人」プログラムの未来とエコシステム構築への構想 
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片岡 裕雄主任研究員（産業技術総合研究所） 

コンピュータビジョン 

河瀬 康志特任准教授 (東京大学大学院情報理工学系研究科) 

離散最適化・アルゴリズム的ゲーム理論 

村田 真悟専任講師（慶應義塾大学理工学部電気情報工学科） 

認知ロボティクス 

米谷 竜プリンシパルインベスティゲータ（オムロンサイニックエックス株式会） 

コンピュータビジョン・機械学習 

 

・オンライン講習 

オンライン講習では、情報科学の最前線を学ぶために、情報科学分野で過去 10 年間研究を先導し

てきたトップ研究者が、それぞれの研究分野の歴史、背景と最先端研究について講義している。また

メンターを中心とした若手研究者が、さらに専門的なトピックについて紹介している。 

オンライン講習は、17 研究分野、36 講座の構成であり、各講演のビデオ（1 講座当たり 1 時間程

度）は 15分×4章とし、受講しやすい構成とした。また、ビデオコンテンツはタイムコードをつけて、

再度受講したい箇所を何度も受講できるように工夫した。受講時期はいつでも可能であり、第 1段階

育成プログラム期間内ですべて受講することとした。 

 

講座項目、講師を以下に示す（下線の研究者は本プログラムのメンター研究者）。 

 

1. グラフ理論、グラフアルゴリズム、計算理論 

河原林健一（NII 教授）、平原秀一（NII准教授） 

2. 組合せ最適化 

岩田覚（東大教授）、山口勇太郎（阪大准教授） 

河瀬康志（東大特任准教授） 

3. 最適化一般 

武田朗子（東大教授）、吉田悠一（NII教授） 

4. データ構造と実装 

定兼邦彦（東大教授）、岩田陽一（AtCoder 研究員） 

5. 離散アルゴリズム 

湊真一（京大教授）、石畠正和（NTT主任研究員） 

6. プログラム言語と論理 

蓮尾一郎（NII准教授）、室屋晃子（京大 RIMS 助教） 

7. 機械学習（基礎） 

杉山将（東大教授） 

8. 機械学習（応用） 

鹿島久嗣（京大教授）、杉山磨人（NII准教授） 

米谷 竜（オムロンサイニックエックス ） 

9. 自然言語処理 

宮尾祐介（東大教授）、荒瀬由紀（阪大准教授） 

10. 画像処理 

原田達也（東大教授）、松井勇祐（東大講師） 

片岡裕雄（産総研主任研究員） 

11. ロボット 

尾形哲也（早稲田教授）、村田真吾（慶応講師） 



 

 13 

12. IoT 

川原圭博（東大教授）、原祐子（東工大准教授） 

13. アーキテクチャ 

天野英晴（慶応教授）、高前田伸也（東大准教授） 

14. データベース 

鬼塚真（阪大教授）、塩川浩昭（筑波大准教授） 

15. グラフィックス 

五十嵐健夫（東大教授）、五十嵐悠紀（お茶の水女子大准教授） 

16. ヒューマンインタラクション 

鳴海紘也（東大特任講師） 

17. パターン認識 

内田誠一（九大教授）、佐藤真一（NII教授） 

 

また以下の科学論文リーディング＆ライティング講座では、情報科学分野の研究を行う高校生を対

象とした論文リーディング、論文ライティング、プレゼンテーションの習得を行った。  

講座内容  

・日本語・英語の論文リーディング  

・日本語の論文ライティング  

・日本語のプレゼンテーション  

・英語の論文ライティング  

・英語のプレゼンテーション  

各講座 1回（60分）×5回  

 

・オンラインミーティング 

月 1回程度で 1時間半ほどのオンライン会議を実施した。 

・メンターの講演 

・受講生の皆様が興味を持っている研究や取り組んでいる問題などの発表 

欠席した受講生のために、録画したミーティング、発表スライド等の情報を共有している。 

 

日時：2021年 5月 22日(土) 16:00～18:00 

発表 20分、質疑 10分 

スケジュール 

16:00-17:30  2020年度受講生（1期生）研究報告（3名) 

17:30-18:00  2021年度受講生（2期生）研究紹介（1名） 

 

日時：2021年 6月 26日(土) 16:00～18:00 

講義 30分、質疑 10分 

スケジュール 

メンター講義 

16:00 原准教授（東工大） 

16:30 荒瀬准教授（阪大） 

17:00 吉田教授（国立情報学研究所） 

17:30-18:00 質疑・議論 
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・ワークショップ（研究成果発表会） 

第 1段階育成プログラムの最終段階として、オンライン形式のワークショップを開催した。 

第 1回 2021年 10月 2日（土） 13:00～17:40 

第 2回 2021年 10月 9日（土） 13:00〜18:00 

発表時間：10分 

発表内容： 

既に行っている研究について 

オンライン講習を受けて興味を持った研究 

第 2段階でどのような研究を行っていくか 

 

スケジュール 

第 1回 2021年 10月 2日（土） 21名  

13:00-13:10    挨拶 国立情報学研究所 河原林教授 

13:10-14:40  受講生発表 

         休憩(10分) 

14:50-16:20  受講生発表 

         休憩(10分) 

16:30-17:40  受講生発表 

 

第 2回 2021年 10月 9日（土） 19名  

13:10-14:40  受講生発表 

         休憩(10分) 

14:50-16:20  受講生発表 

         休憩(10分) 

16:30-17:30  受講生発表 

17:30-18:00        講評 

 

参加者 

2021年度情報科学の達人プログラム受講生 

運営委員、選考委員 

メンター 

オブザーバー     JST理数学習推進部 

 

（3）第二次選抜の実施と第二次選抜生の第 2段階の育成状況 

・第二次選抜のスケジュール 

第二次選抜では、指導研究者による評価、推薦書、および受講生の第 2期に向けての研究プロポー

ザル等を判断材料とし、下記条件をもとに運営委員会にて第 2段階育成プログラムに進む受講生を選

抜した。 

・オンライン講習を修了し研究計画書を提出 

・ワークショップにて研究計画書の内容を発表 

・指導するメンターの評価 

また、基本となる選考基準は以下である。 

1．研究テーマに対して意欲的にサーベイ等の準備を行えるか？ 

2．研究対象に対して多くの時間をかけて自ら新しいアイデアをだすことができるか？ 
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・第 2段階の研究活動 

各受講生は、第 1段階に引き続きメンターの指導を受けて共同研究を行った。第 1段階では、メン

ター研究者の指導とオンライン講習を受けており、各受講生が進みたい研究分野等変わってきている

場合があったため、受講生とメンター研究者とのマッチングの再調整を行った。 

第 2段階プログラムでは、引き続きオンラインミーティングを行い、受講生は研究の進捗状況を報

告した。また第 2 段階に進まなかった受講生も、オンラインミーティングをはじめとした情報交換

(Email、Zoom、Slack等)を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グローバルサイエンスキャンパス（ＧＳＣ）令和 3 年度全国受講生研究発表会 

11月 21日（日）2021年度受講生（2期生）の柴田 謙さん、清原 光夏さん、佐々木 哲さん、菅野 

晄さんがグローバルサイエンスキャンパス（ＧＳＣ）令和 3年度全国受講生研究発表会にて研究成果

の発表を行なった。 

 

柴田 謙 William Lyon Mackenzie Collegiate Institute 

発表テーマ 並列処理に特化したプログラミング言語「Coa」の開発 

清原 光夏 Menlo school 

発表テーマ 拡張可能で透明性のあるエンビーフリーの高校のコース割り当てメカニズムの開発 

佐々木 哲 呉工業高等専門学校 

発表テーマ ハプティクスな入力と出力の両方が可能なマウス型デバイスの開発 

菅野 晄 Rugby School 

発表テーマ 画像及び音声モダリティ解析によるアニメキャラクター推薦システム 

 

 

第 2 段階育成プログラム 
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・大学研究室訪問 

プログラムの当初の予定では、各受講生が居住地の近隣の大学研究室を訪問し、情報学の先端研究

に触れ、さらに選抜された受講生が各々の研究テーマに応じて、大学の研究室で共同研究を進めるこ

ととしていた。しかしながら、昨年度初めからのコロナ禍の影響により、大学研究室訪問は断念せざ

るを得なくなっていたが、ようやく今年 9月末日をもって政府の緊急事態宣言が解除されたことから、

受講生の大学研究室訪問を実施した。 

 

日時：2021年 11月 23日（火） 13:00-16:30 

場所：京都大学大学院情報学研究科（京都大学吉田キャンパス） 

参加者 

情報科学の達人プログラム受講生 34名（2期生 21名、1期生 13名） 

情報科学の達人プログラム担当者 3名 

研究室訪問スケジュール ：13:30-16:30 

・プログラム運営委員（岡部寿男教授）研究室訪問 

・AFSA(社会変革の源泉となる革新的アルゴリズム基盤の創出と体系化） 

領域代表者（湊真一教授）研究室訪問 

・学術情報メディアセンター スーパーコンピュータシステム見学 

学術情報メディアセンター北館 

 

日時：2021年 12年 11日（土） 13:00-17:00 

場所：東京大学大学院情報理工学系研究科他 

本郷キャンパス・東京大学大学院情報理工学系研究科 葛岡・雨宮・鳴海研究室訪問・東京大学大

学院理学系研究科 高前田研究室訪問・東京大学大学院情報理工学系研究科 今井研究室訪問  

東京大学目白台インターナショナビレッジ 

・東京大学大学院工学系研究科 黒田研究室訪問・東京大学大学院工学系研究科 川原研究室訪問 

参加者 

情報科学の達人プログラム受講生 33名（2期生 21名、1期生 12名） 

情報科学の達人プログラム担当者 3名 

 

・オンラインミーティング 

日時：2022年 2月 5日(土) 16:00-17:30 Zoom meeting 

内容 

・プログラム修了後のメンター研究者との共同研究 

・外部発表、雑誌・書籍による情報発信 

・現在興味を持っている研究・開始した研究 

発表者 

16:00-17:30  2020年度受講生（1期生) 研究報告（4名) 

 

・情報処理学会全国大会ポスター発表 

情報処理学会全国大会等における特別セッションで受講生による成果発表を行った。（ポスター発

表、オンライン） 

日時：2022年 3月 5日（土） 10:30-12:00 

場所：愛媛大学城北キャンパス＆オンライン 

主催：一般社団法人 情報処理学会 

共催：国立情報学研究所，特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会 
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概要：JST GSC「情報科学の達人」プログラム 2期生となる 2021年度の受講生が行ったプログラムを

紹介するとともに、受講生によるポスター形式の研究成果発表を行う。 

プログラム 

10:30 オープニング 岡部寿男（京都大学） 

10:35 「情報科学の達人」プログラムと第 2 期生

の取り組み 

河原林健一（国立情報学研究所） 

10:50 国際情報オリンピック (IOI) と情報オリ

ンピック日本委員会の取り組みについて 

谷聖一（情報オリンピック日本委員会

／日本大学） 

11:00 ポスター発表 「情報科学の達人」2期生 

11:50 講評・クロージング  

発表者 

「情報科学の達人」2期生第 2段階育成プログラム受講生（2021年度受講生 31名） 

評価委員 

プログラム運営委員、メンター 

表彰 

評価委員による評価に基づき優秀発表 3名を選び表彰した。 

 

・ワークショップ（研究成果発表会） 

プログラムの最終段階としてワークショップを開催し、各受講生による成果発表を行った。 

日時：2022年 3月 25日（金） 9:30～17:00  

内容 

・2021年度情報科学の達人プログラムにおける研究成果の発表を行った。 

・発表時間：10分(発表 8分、質疑 2分) 

スケジュール 

2022年 3月 25日（金） 

9:30- 9:40  挨拶 国立情報学研究所 河原林教授 

9:40-10:50  受講生発表 

休憩(10分) 

11:00-12:00  受講生発表 

昼休み(60分) 

13:00-14:00  受講生発表 

休憩(10分) 

14:10-15:10  受講生発表 

休憩(10分) 

15:20-16:20  受講生発表 

16:20-17:00       講評 

参加者 

2021年度情報科学の達人プログラム受講生（2 期生 30名） 

運営委員、選考委員 

メンター 

オブザーバー    科学技術振興機構 理数学習推進部 

 

・メンターの活用など受講生への個別指導での工夫 

各メンターは、第 1段階の受講生 2、3名程度に対して多方面からアドバイスを行い、研究計画の構 

想について受講生との対話により助言・指導を行った。さらには何名かの修了生は、本プログラム終了
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後にメンターと修了生が共同研究を行う予定である。以上のように、本プログラムのユニークな点は、

メンターを通して、受講生のケアと修了生とのつながりを維持していくところにある。またメンター同

士の情報共有や、プログラム全体の情報共有およびプログラム遂行の調整などをコーディネータと事務

局が中心となって行った。 

 

・特徴的な取組、他機関のモデルになるような活動 

情報学分野は、35 歳までの若手研究者が主力になっている研究がワールドスタンダードであるた

め、現在のメンターの世代が情報学分野の世界最先端に位置している。メンターは上記の通り、現在

の日本のトップ若手研究者である。受講生は、メンターを通して、現在の世界最先端の情報学に触れ

ることができる。このような経験は、通常は大学院生になるまでできないが、受講生は、ここでのプ

ログラムによって大学院レベルの環境を体験できると言っても過言ではないだろう。 
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・受講生の研究テーマ 

2021年度受講生(2期生)の研究テーマを以下に示す。 

 

No. 研究テーマ 
指導教員 

所属 

1 
生徒間の不満が小さく透明性が高いスケーラビリティの

ある高校クラス割り当てメカニズムの開発 
東京大学 

2 ソースコードからの AtCoder レーティング推定 国立情報学研究所 

3 
並列指向プログラミング言語「Coa」と導電糸を使ったウェ

アラブル入力デバイス「曲キー」 
東京大学 

4 RNNを用いた予測学習に基づく環境構造の把握 慶應義塾大学 

5 p-コラッツグラフに対する考察 国立情報学研究所 

6 ハプティックな入力と出力が可能なマウス型デバイス 東京大学 

7 ナイトの動きに基づいたチェス盤彩色 大阪大学 

8 映像の特定領域における顕著性の最適化 
オムロンサイニック

エックス  

9 ソースコードからの AtCoder レーティング推定 国立情報学研究所 

10 日本語における教師無し機械翻訳 大阪大学 

11 隠れマルコフモデルによるピアノ運指推定手法の改良 大阪大学 

12 
人からの指示とロボットからの提案を扱う言語コミュニ

ケーションを用いた協調作業を実現する RNNモデルの提案 
慶應義塾大学 

13 環境変化耐性の強い屋内ナビゲーションシステムの構築 産業技術総合研究所 

14 
クラウドサービスにおける機械学習の精度向上とプライ

バシー保護の両立の研究 

オムロンサイニック

エックス  

15 箱入り娘パズルの近似解の探索について 国立情報学研究所 

16 再配達を考慮した配送の最適化 東京大学 

17 
画像及び音声モダリティ解析によるアニメキャラクター

推薦システム 
産業技術総合研究所 

18 音楽ゲームにおける運指最適化問題 
NTT コミュニケーショ

ン科学基礎研究所 

19 強化学習による交通渋滞時の最適行動の検討 国立情報学研究所 
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20 
独立点集合における組合せ遷移問題の最短手順を求める

ヒューリスティック的手法 

NTT コミュニケーショ

ン科学基礎研究所 

21 
独立点集合の組合せ遷移問題における解導出アルゴリズ

ムの考案 

NTT コミュニケーショ

ン科学基礎研究所 

22 
VR サービスにおけるアバターの感情表示に向けた Apple 

Watchによる感情分析手法 
東京大学 

23 超小型 CPUの開発 東京大学 

24 
4 手ジャンケンの被支配な手の利得がナッシュ均衡にもた

らす影響について 
東京大学 

25 
外国人日本語学習者向けの日本語文章難易度の推定方法

開発の研究計画 
大阪大学 

26 展開図の折り手順を構成するアルゴリズム 国立情報学研究所 

27 Binary Indexed Tree 向けハードウェアアーキテクチャ 東京大学 

28 FPGA上における最新暗号アルゴリズムの最適設計 東京工業大学 

29 モンテカルロパストレーシング用デノイザの高速化 東京大学 

30 RGB 画像のみによる手の三次元構造推定の軽量化 東京大学 

31 
二つのエンコーダデコーダモデルを用いた機械翻訳モデ

ルの翻訳精度の向上 
大阪大学 

32 エコたわしの編み図自動生成 東京大学 

 

 

（4）講座の具体的な内容（各講座要素の活動の具体的事例） 

本プログラムで行うオンライン講習の各講座は、JST CRDSの研究開発の俯瞰報告書 システム・情

報科学技術分野(2021年)のシステム・情報科学技術分野の俯瞰（下図）の情報を参考に、情報学の領

域の基礎から実装に近い研究分野まで網羅して受講できるものとした。 

 

・システム情報基礎理論・ビッグデータ 

1.グラフ理論・グラフアルゴリズム・計算理論、2.組合せ最適化、3.最適化一般、 

4.データ構造と実装、5.離散アルゴリズム、6.プログラム言語と論理、 

8.機械学習、14.データベース 

・ビジョン・言語処理 

9.自然言語処理、10.画像処理、17.パターン認識 

・コンピューティングアーキテクチャ・ロボティクス 

11.ロボット、12.IoT、13.高性能処理＆アーキテクチャ 

・インタラクション 

15.グラフィックス、ヒューマンインタラクション 
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オンライン講習の対象とした研究分野 

出典：JST CRDS 研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野(2021 年) 

システム・情報科学技術分野の俯瞰 
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・指導状況 

第 1段階育成プログラムでは、JSTの戦略研究推進事業である ACT-I/ACT-X の研究者、情報オリン

ピックや各種プログラムコンテストの上位経験者からなる若手研究者（メンター）陣が、各受講生と

グループを作り未来の研究構想について対話・助言・指導を行った。 

受講生は、第 1段階育成プログラムで研究機関を訪問して広く浅く情報学最先端研究を学ぶ予定で

あったが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策により研究室訪問が難しくなった。そこで、こ

の状況に対応するため、研究室訪問が開始できるようになるまで、「情報科学の最前線」を学ぶオン

ライン学習を行った。オンライン講習では、情報科学の最前線を学ぶために、情報科学分野で過去 10

年間研究を先導してきたトップ研究者が、それぞれの研究分野の歴史、背景と最先端研究について講

義した。またメンターを中心とした若手研究者が、さらに専門的なトピックについて紹介した。 

オンライン講習は、17研究分野、33講座の構成であり、各講演のビデオ（1 講座当たり 1時間程

度）は 15分×4章とし、受講しやすい構成とした。また、ビデオコンテンツはタイムコードをつけ

て、再度受講したい箇所を何度も受講できるように工夫した。受講時期はいつでも可能であり、第 1

段階育成プログラム期間内ですべて受講することとした。 

 

 

 

オンライン講習一覧 

 

  講義テーマ 
講師氏

名 
所属/役職 講義内容 

1.1 

グラフ理

論・グラフ

アルゴリズ

ム・計算理

論 

河原林 

健一 

国立情報学

研究所 
教授 

グラフ理論と関連トピック 

第 1部 グラフとは？ 

第 2部 Expander Graph、マイナー操作 

第 3部 Graph Minor Theory、大規模グラフ 

第 4部 ボーナストラック 世の中の問題の

モデル化 

1.2 

グラフ理

論・グラフ

アルゴリズ

ム・計算理

論 

平原 

秀一 

国立情報学

研究所情報

学プリンシ

プル研究系 

准教授 

計算量理論の基礎 

第 1部 導入と計算量クラス P 

第 2部 NP完全性の概念 

第 3部 Cook-Levinの定理とチューリング機

械 

第 4部 計算量理論と暗号の安全性について 

2.1 
組合せ最適

化 

岩田 

覚 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

教授 

組合せ最適化 

第 1部 貪欲アルゴリズム、マトロイド他 

第 2部 マッチング他 

第 3部 最大重みマッチング他 

第 4部 計算困難問題他 

2.2 
組合せ最適

化 

山口 

勇太郎 

大阪大学大

学院情報科

学研究科 

准教授 

グラフにおける組合せ最適化-マッチング・

最短経路- 

第 1部 2部グラフにおけるマッチング 

第 2部 一般グラフにおけるマッチング 
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第 3部 制約付き最短路問題とマッチング(1) 

第 3部つづき 制約付き最短路問題とマッチ

ング(2) 

2.3 
組合せ最適

化 

河瀬 

康志 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

特任准

教授 

参加者が選好をもつマッチング問題 

第 1部 参加者が選好をもつマッチング 

第 2部 安定マッチング 

第 3部 戦略的な問題 

第 4部 モデルの拡張 

3.1 最適化一般 
武田 

朗子 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

教授 

世の中の「困った」を解決する数学：数理最

適化法 

第 1部 数理最適化 

第 2部 最適化法の適用例 1:発電計画問題、

適用例 2:乗換案内サービス 

第 3部 最適化法の適用例 3:近似曲線 

第 4部 最適化分野の最近のトレンド 

3.2 最適化一般 
吉田 

悠一 

国立情報学

研究所情報

学プリンシ

プル研究系 

教授 

性質検査 

第 1部 単調性の検査他 

第 2部 なぜ性質検査を考える、他分野との

関連他 

第 3部 二分探索に基づく検査器他 

第 4部 グラフの性質検査他 

4.1 
データ構造

と実装 

定兼 

邦彦 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

教授 

簡潔データ構造 

第 1部 文字列検索と索引の圧縮 

第 2部 簡潔データ構造の基本 

第 3部 木構造 

第 4部 DNA文字列処理 

4.2 
データ構造

と実装 

岩田 

陽一 

AtCoder 株

式会社 
研究員 

ブランチングアルゴリズムの高速化技法と理

論解析 

第 1部 ブランチングアルゴリズムとは？ 

第 2部 前処理・探索順序と理論解析 

第 3部 前処理・探索順序と理論解析 

第 4部 枝刈りと理論解析 

5.1 
離散アルゴ

リズム 

湊   

真一 

京都大学大

学院情報学

研究科 

教授 

離散アルゴリズム 

第 1部 「離散」と「連続」 

第 2部 アルゴリズム技術の重要性 
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第 3部 最先端アルゴリズム技術の一例：

「BDD技術とその応用」 

第 4部 離散構造処理プロジェクト 

5.2 
離散アルゴ

リズム 

石畠 

正和 

NTT コミュ

ニケーショ

ン科学基礎

研究所協創

情報研究部 

研究主

任 

離散構造処理系入門 

第 1部 離散構造と離散構造処理系 

第 2部 決定グラフとは 

第 3部 決定グラフの基本演算 

第 4部 決定グラフの応用(1)：影響力の厳密

計算 

第 5部 決定グラフの応用(2)：組合せ的相関

検定 

6.1 
プログラム

言語と論理 

蓮尾 

一郎 

国立情報学

研究所 シ

ステム設計

数理国際研

究センター

/アーキテ

クチャ研究

系  

センタ

ー長/

准教授 

組合せ最適化プログラム言語と理論 

講義映像 

（参考） 

＊NII市民講座 講義映像 

＊市民講座ページ 

＊スライド資料 

＊Q＆A 

＊当日レポート 

6.2 
プログラム

言語と論理 

室屋 

晃子 

京都大学数

理解析研究

所 

助教 

関数型プログラムのグラフ表現による実行モ

デル 

第 1部 プログラムの実行モデル 

第 2部 関数型プログラミング 

第 3部 関数型プログラムのグラフ式実行モ

デル 

第 4部 実行モデルの使いみち 

7.1 
機械学習

（基礎） 

杉山 

将 

理化学研究

所革新知能

統合研究セ

ンター/東

京大学大学

院新領域創

成科学研究

科 

センタ

ー長/

教授 

機械学習の基礎 

第 1部 機械学習とは、機械学習研究分野の

動向 

第 2部 教師付き分類の基礎、最新の研究 

第 3部 教師付き分類の最新の研究（続き） 

第 4部 まとめと今後の展望 

8.1 
機械学習

（応用） 

鹿島 

久嗣 

京都大学大

学院情報学

研究科  

教授 

機械学習の先進応用 

第 1部 機械学習の先進応用(1) 

第 2部 機械学習の先進応用(2) 

第 3部 機械学習の先進応用(3) 

第 4部 機械学習の先進応用(4) 
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8.2 
機械学習

（応用） 

杉山 

麿人 

国立情報学

研究所情報

学プリンシ

プル研究系 

准教授 

機械学習・データマイニングの技法 

第 1部 クラスタリング・外れ値検出-連続空

間でのデータ解析 

第 2部 パターンマイニング・ボルツマンマ

シン-離散空間でのデータ解析 

第 3部 最適輸送-確率分布に対するデータ解

析 

第 4部 グラフカーネル-グラフ（ネットワー

ク）に対するデータ解析 

8.3 
機械学習

（応用） 

米谷 

竜 

オムロンサ

イニックエ

ックス 

プリン

シパル

インベ

スティ

ゲータ 

 

連合学習 

第 1部 導入 

第 2部 Non-iidデータからの学習 

第 3部 効率的な通信方法 

第 4部 その他の取り組み 

9.1 
自然言語処

理 

宮尾 

祐介 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

教授 

自然言語処理 

第 1部 自然言語処理とは 

第 2部 自然言語処理の方法論 

第 3部 構文解析 

第 4部 意味解析 

9.2 
自然言語処

理 

荒瀬 

由紀 

大阪大学大

学院情報科

学研究科 

准教授 

言語モデルと大規模事前学習モデルの発展 

第 1部 言語モデル 

第 2部 ニューラル言語モデル（1/2） 

第 3部 ニューラル言語モデル（2/2） 

第 4部 Pre-trainedモデルと課題 

10.1 画像処理 
原田 

達也 

東京大学先

端科学技術

研究センタ

ー 

教授 

画像処理 

第 1部 introduction 

第 2部 topics 

第 3部 Recognition_introduction 

第 4部 Recognition_method 

10.2 画像処理 
松井 

勇佑 

東京大学情

報理工学系

研究科 

講師 

画像処理 

第 1部 導入 

第 2部 画像認識問題の定義 

第 3部 画像認識問題の最適化 

第 4部 畳み込みニューラルネットワーク 

第 5部 発展的なタスク 

10.3 画像処理 動画認識 
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片岡 

裕雄 

産業技術総

合研究所 

主任研

究員 

第 1部 動画認識の導⼊ 

第 2部 特徴マッチングによる動画認識 

第 3部 深層学習による動画認識 

第 4部 動画認識の動向 

11.1 ロボット 
尾形 

哲也 

早稲田大学

AIロボッ

ト研究所/

基幹理工学

部表現工学

科  

所長/

教授 

ロボット 

第 1部 ロボットの定義と一般的な制御 

第 2部 モデル規範型と行動規範型 

第 3部 人工知能（深層学習）の導入 

第 4部 コミュニケーションと言語の理解 

11.2 ロボット 
村田 

真悟 

慶應義塾大

学理工学部

電気情報工

学科 

専任講

師 

認知ロボティクスとロボット学習 

第 1部 認知ロボティクス、ニューラルネッ

トワークの基礎 

第 2部 ロボット学習研究の具体例 

第 3部 認知ロボティクス研究の具体例 

12.1 IoT 
川原 

圭博 

東京大学大

学院工学系

研究科 

教授 

IoTの基礎と研究課題〜IoTを支える通信と

エネルギーを中心に〜 

第 1部 イントロダクション 

第 2部 IoTデバイスの消費エネルギー 

第 3部 Energy Harvesting 

第 4部 無線給電 

12.2 IoT 
原   

祐子 

東京工業大

学工学院情

報通信系 

准教授 

IoT 

第 1部 IoTエッジコンピューティング 

第 2部 近似計算 

第 3部 適度にサボる画像処理 

第 4部 結果・まとめ 

13.1 

高性能処理

＆アーキテ

クチャ 

天野 

英晴 

慶應義塾大

学理工学部 
教授 

コンピュータアーキテクチャ 

第 1部 コンピュータって何だろう？ 

第 2部 コンピュータの歴史と現実 

第 3部 革命後の世界 

第 4部 Domain Specific Architecture(DSA)

へ 

13.2 

高性能処理

＆アーキテ

クチャ 

高前田 

伸也 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科 

准教授 

Architecture/Algorithm Co-design for 

Machine Learning 

第 1部 コンピュータアーキテクチャとは 

第 2部 量子ニューラルネットワークアクセ

ラレータ（AIチップ） 
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第 3部 量子化誤差(Quantization Error) 

第 4部 動的無効ニューロン予測 

14.1 
データベー

ス 

鬼塚 

真 

大阪大学大

学院情報科

学研究科   

教授 

データベース 

第 1部 データモデル(data model) 

第 2部 クエリ処理(query processing) 

第 3部 トランザクション処理(transaction 

processing) 

第 4部 データベースに関わるその他のトピ

ック 

14.2 
データベー

ス 

塩川 

浩昭 

筑波大学計

算科学研究

センター  

准教授 

ビッグデータを支えるデータベース 

第 1部 ビッグデータと NoSQL 

第 2部 様々な NoSQLデータベース 

第 3部 NoSQLを支える技術 

第 4部 NoSQLの基本原理 

15.1 
グラフィッ

クス 

五十嵐 

健夫 

東京大学大

学院情報理

工学系研究

科  

教授 

コンピュータグラフィクス 

第 1部 レンダリング 

第 2部 モデリング 

第 3部 アニメーション 

第 4部 画像処理 

15.2 
グラフィッ

クス 

五十嵐 

悠紀 

お茶の水女

子大学理学

部情報科学

科 

准教授 

デジタルデザイン技術を活用した手芸と工作 

第 1部 オリジナルな手芸作品作り 

第 2部 カバーデザイン×CG 

第 3部 ビーズデザイン×CG 

第 4部 ステンシルデザイン×CG 

16.2 

ヒューマン

インタラク

ション 

鳴海 

紘也 

東京大学大

学院工学系

研究科 

特任講

師 

形状変化インタフェースとマテリアル・イン

タラクション 

第 1部 Introduction: デジタルからフィジ

カルへの回帰 

第 2部 Tangible User Interfacesと

Radical Atoms 

第 3部 マテリアル・インタラクションとア

フォーダンス 

第 4部 この分野で研究をはじめる方へのア

ドバイス 

17.1 
パターン認

識 

内田 

誠一  

九州大学大

学院 シス
教授 

パターン認識 

第 1部 身の回りのパターン認識 
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テム情報科

学研究院 

第 2部 最も基本的なパターン認識手法: 最

近傍法 

第 3部 様々なパターン認識手法 

第 4部 パターン認識の難しさ(=面白さ) 

17.2 
パターン認

識 

佐藤 

真一 

国立情報学

研究所コン

テンツ科学

研究系 

教授 

パターン認識・マルチメディア 

第 1部 パターン認識とマルチメディア 

第 2部 マルチメディア意味解析研究の歴史 

第 3部 マルチメディア意味解析研究のいま 

第 4部 画像検索の実例 

  

科学論文リ

ーディン

グ・ライテ

ィング講座 

      

1.日本語・英語の論文リーディング  

2.日本語の論文ライティング 

3.英語の論文ライティング 

4.日本語のプレゼンテーション 

5.英語のプレゼンテーション 

 

 

・研究の進捗・研究成果 

第 1段階修了、第 2段階修了時にはワークショップを開催し、研究の進捗の確認を行った。 

第 2段階育成プログラムに進んだ受講生の研究活動の実施状況を示す（後述する評価の項目で記載す

る受講生以外）。テーマ名はプログラム修了時の研究報告のテーマ名とした。 

 

No.2   

テーマ名 

 ソースコードからの AtCoder レーティング推定 

概要 

 近年、参加者の成績を数値化するレーティングシステムを持つプログラミングコンテストが注目さ

れている。しかしその多くでは、参加者のレーティングがある程度収束し信頼に足る水準になるまで

に長い時間を要する。そこで本研究では、参加歴が浅い参加者のソースコードから、収束後のレーテ

ィングを推定する手法を提案する。著名なコンテストである AtCoder を利用し、過去に AtCoder に

提出されたソースコードを学習データとして採用することで検証をおこなう。ソースコードから、著

者のレーティングに関係すると想定される特徴量を抽出し、構築した特徴量ベクトルから機械学習で

レーティングを予測することで、未知のソースコードに対してどの程度正しいレーティングを推定で

きるか検証する。（No.9との共同研究） 

 

No.4   

テーマ名 

 RNNを用いた予測学習に基づく環境構造の把握 

概要 

 人間は環境と相互作用する物体の挙動から環境の構造を学習できる。本研究では再帰型ニューラル

ネットワーク（recurrent neural network: RNN）に着目し、このような能力をロボットが学習によっ

て獲得できるような仕組みを構築することを目的とする。RNNとは、隠れ層の出力を次の時刻の隠れ層

の入力として利用する再帰構造を持った ニューラルネットワークであり、時系列データの予測学習

が出来る。 

研究の第一ステップとして、簡単な実験環境をセットアップし、その実験環境で物体を転がして、

その挙動を RNNに予測学習させる。実験では、壁で囲われた正方形の空間内に坂や小さな壁、摩擦の

大きい床等を設置した環境を作成する。そこに球体を転がして球体の位置座標を取得する。このよう

にして取得した時系列データを用いて RNNを学習し、球体の挙動の一部から将来の挙動が予測可能で

あるかを評価する。 
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No.6   

テーマ名 

 ハプティックな入力と出力が可能なマウス型デバイス 

概要 

 本研究では、マウスでユーザの移動を取得するだけでなく、マウス自身が動きユーザを支援するこ

とを目指す。また、実際には移動していない異方性のモータが移動錯覚を引き起こす現象を利用し

て、ユーザに対してマウスを動かすべき方向だけを提示して支援することも検討している。マウスは

開発されてから時間が経っているデバイスではあるが、マウスからユーザに対して移動や移動錯覚の

出力を行う研究は行われていない。本研究では Illustrator、 3D CADなどマウスが重要となるアプリ

ケーションを、マウスから人間に対する出力によって拡張することを目指す。このシステムの応用と

して、例えばソフトウェアのチュートリアルでユーザが行うべき操作をタンジブルに指示することが

可能となる。さらに、入出力が可能になれば、複数人のユーザ間で、あるユーザの入力を別のユーザ

の出力として変換するテレプレゼンスのような応用も期待できる。 

 

No.8   

テーマ名 

 映像の特定領域における顕著性の最適化 

概要 

 動画編集において、視聴者にある特定領域を注目させたいケースは往々にして存在する。一方で、

極端にその領域以外を黒く塗りつぶすと、注目させることはできるが動画が表現可能であった情報が

欠落してしまう。そこで、元の映像からなるべく処理による変化を小さく保ちながら注目度を表せる

顕著性を最大化するようなフィルターの組み合わせを計算することで、編集者の負担を軽減しつつ特

定領域を注目させる事ができる。 

 

No.9   

テーマ名 

 ソースコードからの AtCoder レーティング推定 

概要 

近年、参加者の成績を数値化するレーティングシステムを持つプログラミングコンテストが注目さ

れている。しかしその多くでは、参加者のレーティングがある程度収束し信頼に足る水準になるまで

に長い時間を要する。そこで本研究では、参加歴が浅い参加者のソースコードから、収束後のレーテ

ィングを推定する手法を提案する。著名なコンテストである AtCoder を利用し、過去に AtCoder に

提出されたソースコードを学習データとして採用することで検証をおこなう。ソースコードから、著

者のレーティングに関係すると想定される特徴量を抽出し、構築した特徴量ベクトルから機械学習で

レーティングを予測することで、未知のソースコードに対してどの程度正しいレーティングを推定で

きるか検証する。（No.2との共同研究） 

 

No.10   

テーマ名 

 日本語における教師無し機械翻訳 

概要 

 教師無し機械翻訳とは、翻訳対象となる二言語間の対訳文対を使わず、それぞれの言語の単言語コ

ーパスを使って学習を行う機械翻訳である。対訳コーパスの少ない言語に対して有効で、近年盛んに

研究がなされている一方、日本語－英語間のような遠戚の言語における研究はあまり多くない。これ

は、二言語間の文法の違い、文字の種類の違いが大きく、対応付けが難しいためである。 

 そこで本研究では、離れた言語でも使える共通の性質を利用して、遠戚の言語でも翻訳精度の高い

機械翻訳モデルを開発することを試みる。具体的には、発音記号の利用、事前学習済み多言語モデル

のファインチューニングなどを行う予定である。 

 日本語から他の言語への翻訳を対象とし、日本語特有の性質を活用する。また発展として、日本語

だけではなく、他の言語対に応用することも視野に入れている。 

 

No.11   

テーマ名 
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 隠れマルコフモデルによるピアノ運指推定手法の改良 

概要 

 ピアノの運指推定は、演奏の過程を演奏者や学習者が理解する上で重要であり、その技術は音楽教

育や演奏支援などの活動に活用できる。これまで運指推定には、コストを定義して単純な最適化問題

とする方法や、隠れマルコフモデル、ニューラルネットワークを使う方法など、様々な手法が提案さ

れてきたが、その精度は人間の処理にはまだ劣り、これらの手法にも改善の余地が多くある。この研

究では特に、和音の遷移を隠れマルコフモデルに学習させる方法に着目した。この手法では、モデル

における和音の遷移コストを定義し、そのパラメータを最適化しているが、この遷移コストは実際の

演奏者の指の移動の感覚に沿わず、改善の余地があると思われた。そこで、本研究では、この既存手

法の遷移コストの定義を見直し、新たなモデルの構築手法を提案する。 

 

No.13   

テーマ名 

 環境変化耐性の強い屋内ナビゲーションシステムの構築 

概要 

 屋内ナビゲーションシステムにおいては自己位置推定及び環境地図作成を同時に行う SLAM 技術が

活用されているが、事前に屋内を撮影してデータを準備する形式のため、撮影後の急激な環境の変化

に弱い性質がある。例えば、私の通う高校の文化祭では、開催前日に各教室の外に外装パネルが設置

されるなど環境が著しく変化するため、正確な位置推定が困難となる。 

本研究では、このように物体が追加/移動/除去されて環境が変化する場合に焦点を置き、その場合

でも正確な位置推定を行える屋内ナビゲーションシステムの構築を目指す。 

 

No.14   

テーマ名 

 クラウドサービスにおける機械学習の精度向上とプライバシー保護の両立の研究 

概要 

 これまで、ブロックチェーンを活用した IoTデータの収集サービスについて考えていた。しかしな

がら、ユーザから収集する IoTデータの質とプライバシーの保護にはトレードオフの関係があること

に課題を感じた。そこで、なるべくユーザの情報を隠蔽しながら、質の良いデータを収集することは

できないかという問いを立てた。 

具体的には、センシティブなデータを持つ複数の教師モデルを統合する際に Differential Privacy

（差分プライバシー）を取り入れてデータを保護する、PATE（Private Aggregation of Teacher 

Ensembles）と呼ばれる機械学習の手法の可能性について研究を行った。まず、教師モデルの数やバッ

チサイズの違いによる機械学習の精度の比較を行った。さらに、悪意のある教師モデルを識別し、機

械学習の精度を向上させる手法について検討した。 

 

No.15   

テーマ名 

 箱入り娘パズルの近似解の探索について 

概要 

 箱入り娘パズルとは、駒を動かして特定の駒を外に出すことが目的のスライディングブロックパズ

ルである。このパズルの近似解を、WA*,BeamSearchを用いて探索した。ヒューリスティクスには、定

数時間で計算可能で許容的な関数を用いた。 

その結果、先行研究で解が得られなかった盤面サイズについても高速に解が得られた。 

また、速度や手数についても先行研究よりよい結果が得られた。WA*は実行速度が早く、BeamSearchは

より少ない手数の解が得られるという特徴があった。 

 

No.17   

テーマ名 

 画像及び音声モダリティ解析によるアニメキャラクター推薦システム 

概要 

 アニメキャラクターの属性から最適な声優を推薦する。 

本研究においては、キャラクターの画像及び声優の音声解析を実施するため、マルチモーダル（画

像・音声・言語）の手法を要する。研究自体の感触を掴むことや、システムのプロトタイプを構築す
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るため、手始めに Word2Vec を実装した。しかし、Word2Vecの手法では、各単語をベクトルとして表現

するため、キャラクターの特徴入力を文章入力にする可能性を加味した結果、メインのシステムには

ViLBERT の使用を検討している。データの入力は日本語を想定しているため、現在は Multilingual-

CLIPを併用している。Multilingual-CLIPは多言語に対応しており、英文と和文の相関等調べること

ができるため、グローバル化の進むアニメ市場を海外側からも研究するために使用を始めた。 

まず、これまで放送されてきたアニメキャラクターと担当声優を入力、特徴抽出し、キャラクター

の属性をベクトル化する。そこから、担当声優の声質がどのようなキャラの属性に適合するのかを推

定する。さらに、新しいキャラクターを創造する際に、同キャラクターの属性に応じて類似する声優

を出力可能とする。 

 

No.18   

テーマ名 

 音楽ゲームにおける運指最適化問題 

概要 

 音楽ゲーム（音ゲー）とは、音楽のリズムに合わせてプレイヤーが指示されたアクションを行うゲ

ームである。例えば「CHUNITHM」では、ノーツと呼ばれる物体が画面を上から下へと動き、ノーツが

判定線に重なった時に対応する箇所を指で触れることで得点が得られる。上級者はプレイ前に適切な

運指を考えることも多い。私はこれを運指最適化問題として解くことができないかと考えた。

「CHUNITHN」のノーツは大きく分けると 2種類あり、①一瞬触れるだけで良いものと、②指定された

時間押し続けるものがある。まずはノーツが全て①であるという単純化した状況を考え、ノーツ数を N

として O(N^2)時間でコストの最小化ができることを示した。今後は、①と②を含む一般的な問題を効

率的に解けるアルゴリズムを実現するために、適切なコスト関数の設計を進める。 

 

No.19   

テーマ名 

 強化学習による交通渋滞時の最適行動の検討 

概要 

 交通渋滞は大気汚染や騒音被害などを引き起こす社会課題の一つである。現在行われている渋滞に

ついての研究は、「どのように渋滞を起こさないか」、「起きた渋滞をどのように解消するか」といった

社会的視点のものが多い。本研究では、社会的な視点ではなく、実際に渋滞に遭遇してしまったとき

のドライバーの視点に立ち、より早く渋滞を通過するための行動を検討する。 

具体的には、Unity上で渋滞を再現し、ML-Agents(「機械学習」の学習環境を構築するためのフレー

ムワーク)を利用することで、渋滞をより早く通過するエージェントを学習させる。得られた学習モデ

ルの動きを観察することで、まわりの状況を見て車線を変更したり、車間距離の取り方を状況に応じ

て変えたりする、といった渋滞に遭遇した時の最適な行動を考察する。 

 

No.20   

テーマ名 

 独立点集合における組合せ遷移問題の最短手順を求めるヒューリスティック的手法 

概要 

 組合せ遷移問題は、組合せ問題においてある解を別の解へと遷移させる経路を導出する問題であ

る。近年研究が盛んに行われるようになってきたが、組合せ遷移問題の解法はいまだ理論的な考察が

進められている途上である。そこで、本研究では独立点集合に関する組合せ遷移問題の競技である

Core Challenge 2022 に参加し、最短経路部門に挑戦することで、組合せ遷移の具体的な問題を解く実

践的な方法について検討する。現状は解の探索に A*等の既存の探索アルゴリズムを用いているが、こ

れらのアルゴリズムは組合せ遷移に最適化されておらず、改善の余地がある。また、単に探索アルゴ

リズムで解が導出できるかどうかを見るのではなく、解の存在判定用に独自のアルゴリズムを構築し

た方が良いとも考えられる。今後は組合せ遷移に特化したこれらのアルゴリズムについて研究を行い

たい。 

 

No.21   

テーマ名 

 独立点集合の組合せ遷移問題における解導出アルゴリズムの考案 

概要 
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 組合せ遷移問題とは、組合せ問題の解空間上を遷移する経路を導出する問題であり、主にグラフア

ルゴリズムの分野で盛んに研究が行われている。今回、私は「Core Challenge 2022」のソルバー部門

に参加し、グラフ上の独立点集合における組合せ遷移問題の解の有無、最短経路、および最長経路を

導出するアルゴリズムを考案・実装する。現状、幅優先探索によって解の有無と最短経路の厳密解を

導出するアルゴリズムを実装した。提案手法は指数的な計算量を要するが、頂点数が 1000以内であれ

ば現実的な時間で解けている。しかし頂点数 10000以上の問題では現実的な時間で解くことができな

い。そこで計算量の少ない手法として、ヒューリスティック的な手法による近似解の導出を目指す。

まずは局所探索やヒューリスティック探索といった汎用的な手法を試し、さらに組合せ遷移問題に特

化した独自のアルゴリズムの開発を目指す。 

 

No.22   

テーマ名 

 VRサービスにおけるアバターの感情表示に向けた Apple Watchによる感情分析手法 

概要 

 近年、VRChat・NEOS・Cluster などの VRを利用したコミュニケーションサービスが一般ユーザにま

で広がりを見せている。それらのサービスではユーザの感情をアバターに表示することが重要である

が、ユーザの顔をカメラで取得して感情を推定するような既存手法では、追加のハードウェアが必要

となるため一般ユーザに適用するのは難しい。そこで本研究では、広く普及しているウェアラブルデ

バイスである Apple Watch を用いて感情分析を行い、VR空間に感情を反映する。具体的な手法とし

て、Apple Watchに搭載されている心拍センサ・血中酸素濃度センサ・モーションセンサなどを併用す

ることによって、ユーザの感情を推定するアルゴリズムの実装を進めている。現在は自分 1人のセン

サデータにより検証を進めているが、実装が進み次第複数人によるユーザ実験を行う予定である。 

 

No.23   

テーマ名 

 超小型 CPUの開発 

概要 

 近年、ユーザインタフェース技術の向上が著しい。反面、CPUや OSといったコンピュータの基盤は

見えにくくなっている。しかし、情報科学・情報工学を学ぶ上で、コンピュータの基礎的な仕組みを

学ぶことは重要だと考える。本プロジェクトの目的は、基礎的で簡略化されたアーキテクチャをもつ

CPU を開発し、CPUの本質をわかりやすく提示することである。今回開発した CPUは主記憶装置とレジ

スタの 2つの装置および制御処理（命令フェッチ・デコーダ）と演算処理（演算・メモリアクセス・

ライトバック）の 2つの処理からなる。また、ハードウェアへの実装は行わず、ソフトウェア上でエ

ミュレートすることをゴールとした。結果、基本整数命令を実装し、RISC-Vの命令セットを動かすこ

とができた。 

 

No.24   

テーマ名 

 4手ジャンケンの被支配な手の利得がナッシュ均衡にもたらす影響について 

概要 

 フランスのじゃんけん(4 手じゃんけん)にはグー、チョキ、パーの他に壺という手が存在する。ここ

で、グーと壺はチョキとパーに対する勝ち負けがそれぞれ同じであるが、グーは壺に負ける。つまり

グーを出すことは壺を出すより良くない選択(被支配な手)となる。ここで、4手じゃんけんにおける被

支配な手の存在は、ゲームの仕組み自体が余分な要素を含んでいるということができる。本研究で

は、被支配な手で勝つことで他の手で勝つことに比べて大きな満足度を得られるような人が 4手じゃ

んけんを行った際のナッシュ均衡に、どのように被支配な手が現れるのかについて考察した。具体的

には、片方が前述のような人物の場合、両名が前述のような人物の場合についてそれぞれの結果をま

とめ、4手じゃんけんにおける被支配な手が戦略性を持つような状況について考えた。また、n手じゃ

んけんへ拡張した上で、同様の考察を用いる事ができるのかについても調べた。 

 

No.25   

テーマ名 

 外国人日本語学習者向けの日本語文章難易度の推定方法開発の研究計画 

概要 
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 昨今、外国人日本語学習者の数は急増しており、日本語学習のニーズも急速に高まっている。その

ためには、日本語の文章の難易度を推定できる方法が不可欠である。本発表は、日本語の文章の難易

度を日本語能力試験の難易度 N1から N5で評価する方法を開発するための研究の計画である。 

 

No.26   

テーマ名 

 展開図の折り手順を構成するアルゴリズム 

概要 

 平坦折り可能な折り紙の展開図が与えられ、各折り線の山折り・谷折りの区別がなされているとき

に、その展開図を折る手順を構成する問題は NP 困難であることが示されている。そこで、展開図に

どのような制約があれば高速なアルゴリズムが存在するかについて固定パラメータ容易性(FPT)の観点

から研究を進めている。 

 

No.27   

テーマ名 

 Binary Indexed Tree 向けハードウェアアーキテクチャ 

概要 

 Binary Indexed Treeは列を表すデータ構造であり、一点に対する更新演算と任意の区間に対する総

演算結果の取得が共に列の大きさを Nとして O(logN)で行える。今回は演算を XORとし、これらをより

高速に行うアーキテクチャを提案する。 

BIT の列の各値は特定の規則で決まった区間の総演算結果を持っており、更新ではその点を含む区間

全てに演算をかけ、取得では区間を組み合わせ演算結果を得る。今回は複数区間に同じ演算をかける

部分、区間を同じ演算で統合する部分をハードウェアから並列化し高速化することを考えた。BITは既

定の演算に対し列の各値の逆元を求められる必要がある。XORは逆元がもとの元と等しいため逆元を求

める機構が必要なく、演算自体も最も単純な部類のため回路面積の縮小につながる。XORは暗号合成や

2 値の積の表現などの使い方があり、これを高速化することで高速な暗号化・復号などが期待できる。 

 

No.28   

テーマ名 

 FPGA上における最新暗号アルゴリズムの最適設計 

概要 

暗号アルゴリズムにはいくつか種類があるが、情報科学の進歩により、日々暗号解読の技術が向上

している。そのため、解読されにくくて、強い暗号アルゴリズムの考案、標準化が求められている。

暗号アルゴリズムの強さは、世界中の多くの研究者によって解読が試みられてもなお、破られにくい

という事実だけが、その強さを保証できる。そのため、暗号の標準化の過程ではコンペティション方

式がとられることが多い。これは、世界中から暗号アルゴリズムを募集し、その設計思想やアルゴリ

ズムなどは世界中に公開されて、多くの人によって議論、検証されて残ったものが採用されるという

方式である。 

現在、NIST（National Institute of Standards and Technology）によって、軽量暗号の標準化が

行われており、コンペティションによって 10個のファイナリストが選定されている。その中でも特

に、TinyJambuと Xoodyakの二つが特に、FPGAを対象とした実装において高い評価を得ている。ただ

し、この二つの評価の過程においては、ただこれらのアルゴリズムをそのままハードウェアに実装し

ただけで、最適化などは何もしていない状態で評価している。そこで、この研究では、高位合成を用

いてこの二つのアルゴリズムを FPGA上で実装し、さらに pragmaなどの最適化を行うことによって、

性能や処理時間の向上を図る。 

 

No.29 

テーマ名 

 モンテカルロパストレーシング用デノイザの高速化 

概要 

コンピューターグラフィックスの分野では様々なレンダリング手法が取られているが、近年注目さ

れているのがモンテカルロ法を用いたパストレーシングである。パストレーシングでは複雑なシーン

でも写実的な結果を生み出すことができるため、映画産業などでも使用される。しかし、この方式で

はレンダリング結果にノイズが入ってしまい、その量はサンプル数の平方根に比例して減少していく
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ため、モンテカルロ法単体でノイズフリーな結果を生成するには非常に大きな計算コストがかかる場

合があるという問題がある。そこで提案されているのが、低サンプル数で複数の結果（バッファ）を

得て、それらを組み合わせることでノイズを高速に除去するという手法である。本研究ではオープン

ソースのレンダリングエンジン Tungstenに実装されている、非線形重み付けによる一次回帰を使用し

たデノイザの分析と高速化を目指した。 

 

No.30 

テーマ名 

 モンテカルロパストレーシング用デノイザの高速化 

概要 

近年、VR、AR、メタバースといった分野は急速な発展を見せている。3D モデルを用いたライブ配信

も増えている。3D モデルを用いたライブ配信では、3D モデルをユーザの動きに合わせて動作させる

にあたり、対象となるユーザの動作を検出する必要がある。  

その検出方法は複数存在する。大規模に行われる場合、高額・高性能な機材を用いて高速・高精度

に行われるが、その一方で小規模に行われる場合、一般的な Web カメラと計算機が検出に用いられ

る。当然、高額な機材を用いる場合に比べて検出の精度や速度は劣り，特に指先等の細部においてそ

の精度・速度差は歴然である．Web カメラと安価な計算機を用いる場合でも高速・高精度に検出でき

れば、VR、AR、メタバースといった分野の発展に寄与できると考える。  

そこで、本論文では RGB 画像のみによる高速・高精度な手の三次元構造推定を目指す。Graph CNN 

を用いた既存手法は、高精度な推定を実現している一方で低速である。提案方式は、それの高速化、

入力の低品質化を目的とする。 

 

No.31 

テーマ名 

 二つのエンコーダデコーダモデルを用いた機械翻訳モデルの翻訳精度の向上 

概要 

現在機械翻訳は目覚ましい進歩を遂げており、高精度の翻訳ができるようになっているが、それら

のモデルの作成には大量のコーパスを必要としている。そのため話者数の少ない言語に関して学習さ

せることが難しくなっている。しかし、話者数が少なくとも対訳辞書は存在する。そのため、この研

究ではまず辞書を用いて定義文翻訳のエンコーダデコーダモデルを作成する。次に、未学習のエンコ

ーダデコーダモデルの学習を学習済みモデルも用いたマルチタスク学習をさせることで必要なコーパ

ス数を減少させ、さらに翻訳精度の向上を目指す。 

 

No.32 

テーマ名 

 二つのエンコーダデコーダモデルを用いた機械翻訳モデルの翻訳精度の向上 

概要 

エコたわしとはアクリル糸をかぎ針編みによって編んだ手編みのタワシである。洗剤を使わずに使

用できるため環境にやさしく、自分だけのデザインを実現できるためものづくり愛好家の間で近年注

目を集めている。通常かぎ針編みの編み図を作るときは、大体の編み図を考えて、実際に作りつつお

かしいところを修正する。しかし、①初心者には編み図を考えることが困難である上、②途中で編み

図を修正することも難しい。そこで、本研究ではエコたわしの編み図生成を行う。具体的には、エコ

たわしが 1ピースで出来ていて平面であるという特性に着目し、写真やイラストから平面の編み図を

生成する。現状は、生成アルゴリズムの実装を進めている。今後は編み図作製のシステム実装をさら

に進めるとともに、途中で編み図を修正する機能を実現する予定である。 

 

 

（5）国際性付与の方針と取組 

本提案では、本プログラム修了後、特別成果が見込める修了生に関しては、民間資金の活用により

海外の研究機関に派遣し、世界の最高峰の研究者との共同研究の機会を提供する予定である。現時点

ではコロナ禍で民間資金の活用について明確な指針を出すことが難しいが、コロナも収束に向かいつ

つあることから再検討する。 
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（6）研究倫理およびキャリア教育に係る取組 

研究倫理に関しては、情報系の研究において極めて重要な個人情報保護や情報倫理(セキュリテ

ィ)について、2020年度の本プログラムが開始する前に、受講生は公正研究推進協会(APRIN)の e-ラ

ーニング中等教育向け教材を受講した。この講座では、研究を進める上でやるべきこと、やっては

いけないことについての基本ルールを履修した。 

オンライン講習の科学論文リーディング・ライティング講座で、日本語・英語の論文リーディング  

論文ライティング、そしてプレゼンテーション能力向上のサポートをした。キャリア教育に関しては、

メンターが受講生に研究を進めるにあたって様々な角度からアドバイスを行った。 

 

Ⅳ．受講生に対する評価の実施 

（1）育てたい人材像と育成したい能力・資質に照応した評価方法 

上記の通り、育てたい人材は、情報分野において、1．20代後半には世界のトップクラスの研究者、

2．上記のエコシステムに貢献する研究者である。１に関しては、JSTの ACT-X、そしてさきがけに 20

代で採択されるような日本の同世代のトップクラスの研究者を育て、その研究者が、エコシステムに

貢献することを期待している。 

このような目標から、第 1段階では、世界最先端の研究を行っている研究者（実際、過去 10年間 

で当該分野において日本で一番良い仕事をしている研究者）の講義を受講し、情報学の最前線を把握

できたということを評価軸においている。第 2段階では、第 1段階で学んだ知識をもとにどのような

研究成果をあげたかということに評価軸を置いている。 

 

（2）評価の実施結果と課題 

第 1段階のオンライン講習では、受講生が各講習の受講を終え受講報告書をスケジュール管理シ

ステムに登録しておりで随時活動を把握した。 

 

第二次選抜では 

・オンライン講習を修了し研究計画書を提出 

・ワークショップにて研究計画書の内容を発表 

・指導するメンターの評価 

を活用して選抜の基礎資料とし、下記の選考基準を基に総合的に評価を行った。 

・研究テーマに対して意欲的にサーベイ等の準備を行えるか？ 

・研究対象に対して多くの時間をかけて自ら新しいアイデアをだすことができるか？ 

第 2段階修了時には 

・1年間の研究成果をまとめた研究報告書を提出 

・ワークショップにて研究成果の内容を発表 

・指導するメンターの評価 

を活用して評価の基礎資料とし総合的に評価を行った。 

その結果、優秀賞 6名を選出した。 

 

優秀賞 

 

No.1 

テーマ名 

 生徒間の不満が小さく透明性が高いスケーラビリティのある高校クラス割り当てメカニズムの開発 

概要 

アメリカの高校では、受講したい授業を生徒が選択して決めるクラス割り当て方法が一般的である

が、多くの場合希望通りにならず、不満が発生する。この割当方法は不透明であり、人数の増加に対

応できるかも不明である。本研究では、生徒間の不満が小さく透明性が高い、スケーラビリティのあ

るメカニズムの開発を目指す。具体的には、安定配分理論（DAアルゴリズム）に希望順位を羅列した

List方式と、ポイント数を使って振り分ける Point方式の 2通りの調査方法を導入した。実データと

同数の人工データにて検証した結果、両方式ともスケーラブルであることが示された。さらに、List
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方式は Point方式に比べ、大幅に不満が少ない事が示された。したがって、List 方式が現在のところ

問題解決に最も有効な方法であるという事が分かった。今後は、細かい条件を加味した研究と実際の

データを用いた実装で現実社会への実用化を図る。 

 

No.3 

テーマ名 

 並列指向プログラミング言語「Coa」と導電糸を使ったウェアラブル入力デバイス「曲キー

/Yarnkey」 

概要 

①特別な配慮無しでマルチコアの利点を活かせる並列指向プログラミング言語「Coa」を開発した。

Coa は、CPUのアウト・オブ・オーダー実行がデータ間の依存関係を検出するのと同様に、変数の依存

関係を自動検出してプログラムを並列実行する。このため、内部で並列実行を行いつつも外から見た

振る舞いは逐次実行の様になり、プログラムの複雑さを増やさずに実行速度を向上できる。②Coaの開

発と並行して、ウェアラブル入力デバイス「曲キー」も開発している。ズボンに縫い付けられた導電

糸により 6点のタッチセンシングを行い、太股上に書いた文字を入力できる。曲キーの利点として、

アルファベットに似た一筆書きの文字を書くだけなので、入力方法が覚えやすい；指 1本を 1辺 2 cm

の矩形領域で動かすだけなので、満員電車で立った状態など狭い空間でも使用できる；表に出る部分

は導電糸だけなので、目立たず軽量で持運びしやすいなど利点が挙げられる。 

 

No.5 

テーマ名 

 p-コラッツ予想に対する考察 

概要 

  本研究では、コラッツ予想とよばれる整数論の未解決問題に対して、グラフ理論を用いたアプロー

チを提示する。コラッツ予想とは、すべての正整数について偶数ならば 2で割り、奇数ならば 3倍し

て 1を足すという操作を繰り返すと必ず 1にたどり着くという予想である。これまで、コラッツ予想

を「コラッツグラフ」上の問題に言い換え「コラッツグラフ」の様々な統計量を調べる研究が行われ

てきた。そこで、コラッツ予想と正整数の素因数の分布に深い関係があることに注目し、コラッツ予

想で扱う数の範囲を素数に限定した「p-コラッツ予想」を考えた。そして「コラッツグラフ」におい

て素数の頂点のみ取り出し、適切に辺を張った「p-コラッツグラフ」を定義した。ここでは「p-コラ

ッツ予想」について詳しく説明するとともに、「p-コラッツグラフ」に対して様々な統計量を調べその

結果を示した。 

 

No.7 

テーマ名 

 ナイトの動きに基づいたチェス盤彩色 

概要 

チェスのナイトの移動可能なマス同士をつないだグラフを作り、その構造をチェス盤上で可視化す

る彩色規則を考えた。このグラフの辺は規則的で複雑な図形を描く。我々は、この図が網目状に見え

ることに着目し、複数の格子に分解することを考えた。これはマスを色分けすることと本質的に同じ

であるため、マスに一定の規則で色を塗ることで格子を可視化した。ここで現れた模様にも規則性が

見られたので、現れる模様についても研究した。また、ナイトに似た動きの駒を考え、同様の規則で

彩色したときに現れる模様の法則を調べた。 

 

No.12 

テーマ名 

 人からの指示とロボットからの提案を扱う言語コミュニケーションを用いた協調作業を実現する RNN

モデルの提案 

概要 

本研究は、人とコミュケーションを取りながら協調作業するロボットの機械学習モデルを提案す

る。提案モデルは、RNNの出力に時系列としての意味を持たせるよう改良することで、協調作業に適用

する。これにより、人とロボットがコミュニケーションをとることが可能となる。協調作業として荷

物持ち上げタスクを提案し、データセットを作成し、提案モデルの学習を行なう。結果として、「人か

らの指示」を加えることで人の動作の変化に対応できるようになり、「ロボットからの提案」を加える
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ことで目標時間内に作業を終わらせることを実現した。更に、複数単語による会話のような自然なコ

ミュニケーションを目指し、より現実的なタスクを提案する。 

 

No.16 

テーマ名 

 再配達を考慮した配送の最適化 

概要 

近年宅配需要は急増しており、再配達によるコストが大きな課題となっている。本研究では、時間

枠付き巡回セールスマン問題（TSPTW）を一般化した問題を解くことで、再配達を考慮した配送の最適

化を試みた。配送にかかった時間に配送失敗回数に応じたペナルティを加算した値をコストとして定

め、TSPTW の良い解を与えることが知られている Nested Rollout Policy Adaptation を変形した手

法を用いてコストが小さい解を導出した。そして、貪欲法によって得られた解や、時間枠が存在しな

い場合の最適解との比較を行った。また、評価関数の計算時間やアルゴリズムの探索範囲が、得られ

る解にどれほどの影響を及ぼすかを調べた。配送失敗に対するペナルティを変化させながら得られた

解を分析し、留守宅を訪れた場合、その家を配送失敗とするべきか、帰宅を待つべきかどうかを調査

した。 

 

（3）評価結果に基づく受講生へのフォロー指導 

本プログラムのユニークな点は、メンターを通して受講生のケアと修了生とのつながりを維持して

いくところにある。1 期生 11 名、2 期生 18 名の修了生は、本プログラム終了後にメンターと共同研

究を継続している。また、大学の教員と連携し入学後の研究進捗状況等の追跡調査を続けている。 

 

Ⅴ．受講生の成果の創出 

（1）具体的な受賞例 

 

受講生が創出した成果 R03年度 

1) 国際学会等での外国語による研究発表件数 0 

2) 1)に含まれない研究発表件数 37 

3) 外国語論文発表の件数 0 

4) 3)上記に含まれない論文発表件数 0 

5) 日本学生科学賞（ISEF予選） 1 

6) 高校生科学技術チャレンジ（ISEF 予選） 0 

7) 科学オリンピック（物理・化学等） 18 

8) 科学の甲子園 都道府県代表選考会 参加人数 1 

9) その他コンテスト等 1 

 

 

・外部発表 

学会発表（国内） 

 

発表会議名：画像の認識・理解シンポジウム（MIRU） 2021 

発表者名：幡鎌由起、松井勇佑（東大） 

発表件名：転移学習を用いた BTB溶液の pH測定 
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発表日：2021/7/29 

 

発表会議名：画像の認識・理解シンポジウム（MIRU） 2021 

発表者名：清水健吾、松井勇佑（東大） 

発表件名：色字共感覚の再現による作業記憶・文字認識能力への影響 

発表日：2021/7/30 

 

発表会議名：第 117回人工知能基本問題研究会(SIG-FPAI) 

発表者名：清原光夏, 石畠正和 (NTT CS研) 

発表件名：Investigating Selection Methods in High School 

Course Allocation / 高校のクラスマッチングにおける選考の提示方法の検討 

発表日：2021/9/29 

 

発表会議名：グローバルサイエンスキャンパス（GSC）令和 3年度全国受講生研究発表会 

発表者名：柴田謙 

発表件名：並列処理に特化したプログラミング言語「Coa」の開発 

発表日：2021/10/13〜17、11/21 

 

発表会議名：グローバルサイエンスキャンパス（GSC）令和 3年度全国受講生研究発表会 

発表者名：清原光夏 

発表件名：拡張可能で透明性のあるエンビーフリーの高校のコース割り当てメカニズムの開発 

発表日：2021/10/13〜17 

 

発表会議名：グローバルサイエンスキャンパス（GSC）令和 3年度全国受講生研究発表会 

発表者名：佐々木哲 

発表件名：ハプティクスな入力と出力の両方が可能なマウス型デバイスの開発 

発表日：2021/10/13〜17 

 

発表会議名：グローバルサイエンスキャンパス（GSC）令和 3年度全国受講生研究発表会 

発表者名：菅野晄 

発表件名：画像及び音声モダリティ解析によるアニメキャラクター推薦システム 

発表日：2021/10/13〜17 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：飯沢海 

発表件名：日本語における教師無し機械翻訳 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：村上大知 

発表件名：p-コラッツグラフに対する考察 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：國吉仁志 
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発表件名：人からの指示とロボットからの提案を扱う言語コミュニケーションを用いた協調作業を

実現する RNN モデルの提案 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：甲賀悠一郎 

発表件名：箱入り娘パズルの近似解の探索について 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：小林優文 

発表件名：ナイトの動きに基づいたチェス盤彩色 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：清原光夏 

発表件名：生徒間の不満が小さく透明性が高いスケーラビリティのある高校クラス割り当てメカニ

ズムの開発 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：林涼太郎 

発表件名：音楽ゲームにおける運指最適化問題 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：石井晃斗 

発表件名：独立点集合の組合せ遷移問題における解導出アルゴリズムの考案 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：佐々木哲 

発表件名：ハプティックな入力と出力が可能なマウス型デバイス 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：石井泰斗 

発表件名：独立点集合における組合せ遷移問題の最短手順を求めるヒューリスティック的手法 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：田中陽也 

発表件名：VRサービスにおけるアバターの感情表示に向けた Apple Watchによる感情分析手法 

発表日：2022/3/5 
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発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：藤井悠伍 

発表件名：クラウドサービスにおける機械学習の精度向上とプライバシー保護の両立の研究 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：有野真優 

発表件名：エコたわしの編み図自動生成 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：平田誠治 

発表件名：環境変化耐性の強い屋内ナビゲーションシステムの構築 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：矢野敦大 

発表件名：強化学習による交通渋滞時の最適行動の検討 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：柴田謙 

発表件名：並列指向プログラミング言語「Coa」と導電糸を使ったウェアラブル入力デバイス「曲キ

ー」 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：大西航 

発表件名：RNNを用いた予測学習に基づく環境構造の把握 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：甲斐主陸 

発表件名：RGB 画像のみによる手の三次元構造推定の軽量化 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：児玉大樹 

発表件名：再配達を考慮した配送の最適化 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：服部惇 

発表件名：展開図の折り手順を構成するアルゴリズム 

発表日：2022/3/5 
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発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：村山瑞 

発表件名：4手ジャンケンの被支配な手の利得がナッシュ均衡にもたらす影響について 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：黒田浩揮 

発表件名：モンテカルロパストレーシング用デノイザの高速化 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：渡邉雄斗 

発表件名：ソースコードからの AtCoder レーティング推定 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：人見玲央 

発表件名：ソースコードからの AtCoder レーティング推定 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：菅野晄 

発表件名：画像及び音声モダリティ解析によるアニメキャラクター推薦システム 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：小出慶介 

発表件名：外国人日本語学習者向けの日本語文章難易度の推定方法開発の研究計画 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：長田侑馬 

発表件名：Binary Indexed Tree 向けハードウェアアーキテクチャ 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：浅田睦葉 

発表件名：映像の特定領域における顕著性の最適化 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：二ノ方理仁 

発表件名：超小型 CPU の開発 

発表日：2022/3/5 
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発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：揚妻慶斗 

発表件名：隠れマルコフモデルによるピアノ運指推定手法の改良 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会全国大会「情報科学の達人 2.0」 

発表者名：上村宙 

発表件名：二つのエンコーダデコーダモデルを用いた機械翻訳モデルの翻訳精度の向上 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会第 4回中高生情報学研究コンテスト 

発表者名：浅田睦葉 

発表件名：特定領域における顕著性の最適化、ポスター発表 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会第 4回中高生情報学研究コンテスト 

発表者名：國吉仁志 

発表件名：協調作業ロボットのモデル開発、ポスター発表 

発表日：2022/3/5 

 

発表会議名：情報処理学会第 4回中高生情報学研究コンテスト 

発表者名：二ノ方理仁 

発表件名：ゼロデイ脆弱性 Webアプリ型検出器の作成と評価、ポスター発表 

発表日：2022/3/5 

 

・コンテスト等受賞 

2021年度受講生（2期生）の藤居星さん、町野有夏さんが第 1回ヨーロッパ女子情報オリンピック

（EGOI2021)（オンライン開催）にて銀メダル等を受賞した。 

賞の名称：European Girls’ Olympiad in Informatics（EGOI2021) Award 

第 1回ヨーロッパ女子情報オリンピック（オンライン開催） 

受賞内容 銀メダル 2 名 

受賞者  藤居星さん（札幌市立あいの里東中学校 中 3）銀メダル 

町野有夏さん（Millfield School 高 3）銀メダル 

授与団体・学会 ヨーロッパ女子情報オリンピック European Girls’ Olympiad in Informatics

（EGOI) 

受賞日  2021年 6月 19日（土） 

 

2021年度受講生（2 期生）の児玉大樹さん、渡邉雄斗さん、2020年度受講生（1期生）の松尾凜太

朗さんが第 33回国際情報オリンピック シンガポール大会（オンライン開催）にて金メダル等を受賞

した。 

賞の名称 International Olympiad in Informatics  2021 Award 

第 33回国際情報オリンピック シンガポール大会（オンライン開催） 

受賞内容 金メダル 1 名、銀メダル 2名 

受賞者  児玉大樹さん（灘高等学校 1年）金メダル 
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渡邉雄斗さん（渋谷教育学園幕張高等学校 2年）銀メダル 

松尾凜太朗さん（麻布高等学校 3年）銀メダル 

授与団体・学会 国際情報オリンピック International Olympiad in Informatics （IOI) 

受賞日  2020年 6月 28日（月） 

 

2021年度受講生（2期生）の揚妻慶斗さんが、第 17回全国物理コンテスト「物理チャレンジ 2021」

で銀賞を受賞した。 

発表会の名称 第 17回全国物理コンテスト「物理チャレンジ 2021」 

受賞内容・受賞者 銀賞 

揚妻慶斗さん 筑波大学附属高等学校 

授与団体・学会  物理オリンピック日本委員会 

受賞日      2021年 9月 19日（日） 

 

2021年度受講生（2期生）の柴田謙さん、清原光夏さん、菅野晄さんが グローバルサイエンスキャ

ンパス（ＧＳＣ）令和 3年度全国受講生研究発表会にて 科学技術振興機構理事長賞、優秀賞、受講生

投票賞を受賞した。 

発表会の名称 グローバルサイエンスキャンパス（ＧＳＣ） 

令和 3年度全国受講生研究発表会（オンライン開催） 

受賞内容・受賞者 科学技術振興機構理事長賞 

柴田謙さん William Lyon Mackenzie Collegiate Institute 

優秀賞 

清原光夏さん Menlo School 

受講生投票賞 

菅野晄さん Rugby School 

授与団体・学会  科学技術振興機構（JST) 

受賞日      2021年 11月 21日（日） 

 

2021年度受講生（2期生）の小出慶介さんが、第 32回日本数学オリンピックで銅賞を受賞した。 

発表会の名称 第 32回日本数学オリンピック 

受賞内容・受賞者 銅賞 

小出慶介さん 灘高等学校 

授与団体・学会  数学オリンピック財団 

受賞日      2022年 2月 11日（金） 

 

2021 年度受講生（2 期生）の児玉 大樹さんが、第 21 回日本情報オリンピックで銅賞を受賞した。

2021年度受講生（2期生）の揚妻 慶斗さん、甲賀 悠一郎さん、佐々木 健吾さん、林 涼太郎さん、 

人見 玲央さん、森田 京志郎さん、渡邉 雄斗さん、2020年度受講生（1期生）の蜂矢 倫久さん、 

平田 誠治さん、諸岡 知樹さんが優秀賞を受賞した。 

発表会の名称 第 21回日本情報オリンピック 

受賞内容・受賞者 銅賞 

児玉 大樹さん 灘高等学校 

優秀賞 

揚妻 慶斗さん 筑波大学附属駒場高等学校 

甲賀 悠一郎さん 弓削商船高等専門学校 

佐々木 健吾さん 宮城県仙台二華高等学校 
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林 涼太郎さん 筑波大学附属駒場中学校 

人見 玲央さん 渋谷教育学園幕張高等学校 

森田 京志郎さん 開成高等学校 

渡邉 雄斗さん 渋谷教育学園幕張高等学校 

蜂矢 倫久さん 灘高等学校 

平田 誠治さん 筑波大学附属駒場高等学校 

諸岡 知樹さん 筑波大学附属駒場高等学校 

授与団体・学会  情報オリンピック日本委員会 

受賞日      2022年 2月 14日（月） 

 

2021 年度受講生（2 期生）の国吉仁志さんが、第 65 回日本学生科学賞で科学技術振興機構賞を受

賞した。 

発表会の名称 第 65回日本学生科学賞 

受賞内容・受賞者 科学技術振興機構賞 

国吉仁志さん 玉川学園中学部 

授与団体・学会  読売新聞社 

受賞日      2022年 3月 28日（月） 

 

2021年度受講生（2期生）の柴田謙さんが、トロントサイエンスフェア(TSF Virtual 2022)にてゴ

ールドメダルを受賞した。 

発表会の名称 トロントサイエンスフェア(TSF Virtual 2022) 

受賞内容・受賞者 ゴールドメダル 

柴田謙さん William Lyon Mackenzie Collegiate Institute 

授与団体・学会  Toronto Science Fair organization 

受賞日      2022年 4月 7日（木） 

 

2021 年度受講生（2 期生）の小林優文さんが、第 11 回科学の甲子園全国大会に福井県代表で参加

した。 

発表会の名称 第 11回科学の甲子園全国大会 

受賞内容・受賞者 総合９位 

小林優文さん 福井県立藤島高等学校 

授与団体・学会  科学技術振興機構 

受賞日      2022年 4月 25日（月） 

 

・書籍出版 

1期生 米田優峻さん 筑波大学附属駒場高等学校→東京大学 

問題解決のための「アルゴリズム X数学」が基礎からしっかり身につく本 技術評論社 

 

2期生 浅田睦葉さん 東京都立桜修館中等教育学校 

プログラミング Nim (技術の泉シリーズ（NextPublishing）)  インプレス R&D 

 

Ⅵ．得られた成果の把握 

（1）企画で得られた成果の把握、効果検証の方針、進捗状況 

この企画の最大の目標は、日本の情報分野のエリート層を厚くし、日本の情報分野の世界的

VISIBILITY 向上である。この目標に向かっての一番の近道は、上記の通り、日本の高校生のトップ



 

 45 

クラスを世界のトップクラスの研究者に引き上げる「エコシステム」の構築である。この企画は、こ

の目標に対してどれだけ貢献できたか等で評価すべきだと考えている。 

現在のところの成果は、15 人程度の ACT-I/X、さきがけ経験者、すなわち日本のトップ若手研究者

がコミットするシステムを構築し、情報オリンピック、情報処理学会、そして国立情報学研究所が協

力して本企画を軌道に乗せたことである。 

 

（2）修了生の追跡調査による効果検証の計画 

上記の通りエコシステム構築が目的であるため、修了生の追跡は非常に重要なミッションであ

る。したがって、この企画では以下をすでに行っている。 

1．全員が SLACKに参加。SLACKで連絡 

2．メンターと受講生 2、3人が密にコミュニケーションをとる。 

3．修了生用の SLACK 作成、および、月例ミーティング参加許可 

 

2、3を行うことにより、修了生はいつでも本企画にかかわることができる。 

 

Ⅶ．実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プログラムは、運営委員会、コーディネータ、メンター、事務局で運営している。 

（運営委員会） 

NII、情報処理学会、情報オリンピック委員会、そして高専の 8名のメンバーで構成し、第 1段

階、第 2段階の選抜基準策定、選抜考査、予算配分、プログラム運営について決定する。 

（コーディネータ） 

育成プログラムの企画立案や調整、実施等については、NII、情報処理学会から選任されたコー

ディネータおよびサブコーディネータが担当する。 

実施体制 
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（メンター） 

受講生の研究開発活動や精神的なサポート等、育成プログラム実施中における受講生の指導、

助言役として、メンターを置く。メンターは、対話による受講生の気づきと自発的な発達を促す

ことを企図する。現在 ACT-I、ACT-X、さきがけ経験者、そして高専卒業者、国際オリンピック経

験者合計 12名が、現在メンターとして参加している。 

（事務局） 

NIIに事務局を設置し、2名の専属、そして、NIIスタッフが参加している。受講生との連絡、

調整、オンライン講師と連絡、謝金手配、メンターとの連絡、調整を主に行っている。 

 

国立情報学研究所がプログラムの中心としてリーダーシップをとり、情報オリンピック委員会が募

集で貢献し、情報処理学会が全国支部と連携し広報するという体制を確立している。 

 

情報オリンピック日本委員会では、R3年度から情報科学に取り組む女子中高生の奨励を目的とした

施策をいくつか立ち上げた。 

(1)日本情報オリンピック 女性部門の開催 

本来、R2年度に実施を予定していた第 1回を 4月に、第 2回を 9月から実施した。 

・第 1回（コンテスト 1回の大会構成） 

大会ページ<https://www.ioi-jp.org/joig/2020/index.html> 

結果プレス<https://www.atpress.ne.jp/news/256475> 

・第 2回（予選、本選のステップ制） 

大会ページ<https://www.ioi-jp.org/joig/2021/index.html> 

本選結果プレス<https://www.atpress.ne.jp/news/294238> 

(2)ヨーロッパ女子情報オリンピックへの参加 

・第 1回女性部門で選抜された日本代表選手 4名が第 1回ヨーロッパ女子情報オリンピックスイス

大会（オンライン開催）に参加し、銀メダル 2個を獲得した。 

結果プレス<https://www.atpress.ne.jp/news/263146> 

・第 2 回大会で選抜される日本代表選手 4名は、R4 年 10 月に開催予定の第 2 回ヨーロッパ女子情

報オリンピックトルコ大会に参加する。 

 

これらの施策で、女子生徒の情報科学を学ぶ機会が増え、日本情報オリンピックでの女性参加比率

が高くなり、これまで少なかった情報科学分野の女性研究者の増加に繋がると思われる。 

 

Ⅷ．企画実施期間終了後の継続 

上記に述べたように、本企画の最大目標は「エコシステム」の構築である。 

1．ACT-I/Xおよびさきがけ経験者などのトップ若手研究者のコミット（メンターとして） 

2．トップ研究者に講義を行う。そして本企画からの修了生の研究室への受け入れ 

3．情報処理学会、そして情報オリンピックの長期的サポート 

に関しては、すでに継続的に行うことが確約できる状態である。 

資金に関しては、大型研究費の間接経費、および企業などからの寄付金などで行う予定である。 

 

 

以上 


