これからの
情報処理学会
─ 第2回 ─

青山

─フラット化する世界の
IPSJ 2.0
コミュニティとしての学会像

Thoughts about the Future IPSJ

連載

IPSJ 2.0 の提言
情報処理学会は創立 45 周年を迎えた．同時に，IEEE
（The Institute of Electrical and Electronics Engineers）

-CS（Computer Society）も，創立 60 周年を迎えた．
ACM（the Association for Computing Machinery）は，
来年，60 周年を迎える．ACM は近年，増大に転じたが，
いずれの学会も数年間にわたる会員の継続的な減少を経
験している．そのため，IEEE-CS では 2004 年に改革プ
7）

ランがまとめられた ．ACM では，昨年 1 年間を通し
て，会長の Patterson が機関誌 CACM
（Communications

of the ACM）に寄稿し，学会とそれをとりまく環境変
化，ACM の施策について，会員にメッセージを送り続
けた

16）

．

諸学会のこのような変化は一過性のものであろうか？
10）

私は，そうは思わない．「フラット化する世界」

をも

たらした Web などの技術変革に伴う社会構造の変化に，
学会のモデルが追随できていないことにあると考えてい
2）

る．学会の将来ビジョン に基づき，私見であるが，次
世代の情報処理学会の姿を IPSJ 2.0 として提示し，会
員の皆様とともに考える契機としたい．

「フラット化する世界」の現実
まず，我々の置かれている状況を確認するために，学
会を取り巻く変化を情報技術の進化と社会の構造変化と
いう 2 つの視点で見てみよう．

幹雄

南山大学
情報処理学会企画・国際担当理事

▪ 情報技術の 3 世代進化
表 -1 は，情報技術の進化を 3 世代に分類したもので
4）

ある ．ここで，着目すべきは，新たな世代を画したイ
ノベーションが技術にとどまらず，ビジネスと市場をも
変革したことである．たとえば，標準インタフェースを
採用した IBM PC の出現は，コンピュータのコモディ
ティ化を通した大衆利用を実現し，それまでのメインフ
レームとは桁違いの新たな市場を創出した．それととも
に，ビジネスをハードウェア中心からソフトウェア中心
へと転換し，ソフトウェア産業の飛躍的な発展を促した．
現在進行中の，Web を中心とするイノベーションは，
OS などのプラットフォームを隠蔽し，組織の壁を越え
たグローバルな協調を実現する．これは，オープンソー
ス開発やグローバルなオフショア開発など，新たなソフ
トウェア開発形態とビジネスモデルの実現を可能とし
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世代
メインフレーム
PC
Web
アーキテ 集中
分散
非集中
クチャ
（Distributed） （Decentralized）
[ 垂直分散 ]
[ 水平分散 ]
基盤技術 汎用システム ,
個人（1 人 1 台），グローバルネット
ワーク ,
OS
GUI
Web/Blog,
ミドルウェア
ソフト
構造化プログラ オブジェクト指 サービス指向
ウェア
ム , 構造化分析・ 向 , コンポーネン （SOA）
開発技術 設計
ト指向
プログラ COBOL,
C, C++
Java, C#, Ruby,
ム言語
FORTRAN
XML
開放性
クローズ（プロプ オープンインタ オープンソース ,
ライタリ）
フェース
プラットフォーム
独立
ビジネス 受託開発
パッケージ
サービス
モデル （個別 1 品生産） （標準品大量生産）
（レンタル利用）
イノベー IBM['24],
Intel['68],
Sun['82],
タ
Oracle['77],
Microsoft['75],
CISCO['84],
SAP['72]
Apple['77]
Netscape['94],
Yahoo['95],

eBay['95]
Amazon['95],
Google['98]

注）イノベータの [ ] 内は創立年．

表 -1

情報技術の 3 世代進化

4）

（1） ベルリンの壁（統制）の崩壊と創造性の時代
（2） インターネットの普及と接続
（3） ワークフローと共同作業
（4） アップローディング : 個人 , コミュニティによる情報発信
（Wiki, Blog, SNS）
（5） アウトソーシング : インド , 中国への開発委託
（6） オフショアリング : 工場の中国などへの移転
（7） サプライチェーン
（8） インソーシング : 組織に入り込んでビジネス
（9） インフォーミング : 知りたいことは Google に聞け
（10）ステロイド : 新テクノロジーが加速する : ワイヤレス , IP
などの技術融合によるシナジー効果
表 -2

ぶと考えられる

世界をフラット化した 10 の要因

10）

13），18），21）

．学会も例外ではない．

フラット化する世界と学会のモデル
「フラット化する世界」
の中で学会はどうあるべきか？
「フラット化する世界」
がもたらす新たな秩序の視点から，
学会の果たす次の 4 つの役割に焦点を当てて考えてみ

た．また，ソフトウェアをネットワークを介して利用す

よう．

る Web サービスなどのソフトウェアのサービス化も推

1）コミュニティとしての学会

進している．

2）知的資産の提供者としての学会

このような進化は，情報技術のビジネスや社会への影
響力を強めた．これに応じて，80 年代まで，本会の会

3）社会的規範としての学会
4）グローバルコミュニティとしての学会

員も増えた．しかし，バブル崩壊とともに，産業界から
の会員が減少に転じた．学会は 1998 年に学会誌の誌面
を一新し，編集長制度を導入して会員を向いた誌面作り
を図っている

11）

．また，ディジタルライブラリ化の拡

充などの対応も行ってきた．しかし，減少を反転するま

1）コミュニティとしての学会：アカデミックコミュニ
ティからプロフェッショナルコミュニティへ，そして，
プロフェショナル SNS へ
我が国の学会は，総じて，アカデミックソサエティと
14）

でには至っていない．また，実務家の会員は情報システ

呼ばれる，大学の研究者を中心とする学会と言える

ムのベンダ企業の技術者が多いが，情報技術の普及に即

一方，米国の IEEE-CS や ACM は，近年，プロフェッ

して，情報システムのユーザ企業の技術者や経営者との

ショナルソサエティを標榜している．たとえば，IEEE-

交流も重要となっている．学会は，このような機会の提
供も期待されているが，多くのユーザ企業の参画を得る

CS は実務家向けの雑誌 IT Professional を 1999 年に創
刊した．ACM は 1989 年に，機関誌 CACM の編集方

までには至っていない．

針を転換し ，2003 年には「実務家による実務家のため

．

9）

の（magazine by practitioners for practitioners）」と標榜

▪ フラット化する世界
Web をはじめとするイノベーションのもたらすグロ
ーバルな社会変革を，
Friedman は「フラット化する世界」

する Queue を創刊した．いずれの雑誌も，創刊に際して，

として提示した

などの教育プログラムを充実してきた．

10）

．これは，表 -2 に示す社会の変化と

関係者から妥当性の議論があったと聞いているが，現在
も刊行され続けている．また，実務家向けの e-Learning

情報技術やビジネスの変化が相乗効果を発揮し，世界的

今後の情報処理学会のあるべき方向として，プロフ

な変革が進んでいる姿を象徴した言葉と言える．変革の

ェッショナルコミュニティの参画を図る仕組みを作り，

基本原則は，世界の秩序が「垂直（指揮・統制）から水平

アカデミックコミュニティとの融合が緊急課題である．

（接続・共同作業）へ転換」することにある．これは，組
織運営の抜本的変革であることから，あらゆる組織に及

IT フォーラムはこの戦略に沿った活動である 12）．
この活動を拡大するために，実務家を含めて，「すべ
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ての会員があらゆる学会活動に参画できる」仕

BCS : British Computer Society

組み作りが必要だと考えている．特に，ソーシ
ャルネットワークサービス（SNS）が急速に普及

BCS
1957年
5万人

していることから，Web 上で，すべての会員が

IPSJ
1960年
2万人

CS
欧州，中近東
アフリカ
1.6万人

参画できるプロフェッショナル SNS を IPSJ 2.0
の 1 つの姿として提案したい．
2）知的資産の提供者としての学会：学会のディ

IFIP
1960年
55カ国
地域

UNESCO

CS
北米
5.6万人

IEEE-CS
1946年
9万人

CS
アジア
1.2万人

CS
南米
0.5万人

円内は創立年と
会員数を示す
IEEE-CSの地域会員
数は9万人の内数

ジタル化
すべての会員が直接受けるサービスは，毎月

ACM
1947年
8.3万人

送られてくる学会誌である．その意味で，学会
誌とそのディジタルライブラリなどの知的資

図 -1

世界の中の情報処理学会

産の提供が学会の主要な価値と考えられてきた．
しかし，Web 上で多くの情報が適用され，この価値は

8）

とも米国と日本の共通の課題である ．

相対的に低下したと考えられる．また，学会誌の内容

これらの背景には，一般社会において，情報分野が魅

が実務に必ずしも直結しないことから，現在の形態で

力的でないというイメージが世界的に広まっていること

は，実務家の期待に応えることは難しい．IEEE-CS や

がある．いわく，
「オタクの世界」
「男の世界」
「3K 産業」

ACM のような実務家向けの雑誌を創刊する考えもある

「コモディティ化した挑戦的でない分野」
．このようなイ

だろう．また，学会誌に実務家向けのコーナを設けるこ

メージの浸透は，学会が，社会に向けて積極的に情報発

ともあるだろう．

信をしてこなかったことにも一因がある．学会は，この

1 つ の 抜 本 的 解 決 案 と し て， 上 記 の プ ロ フ ェ ッ シ
ョナル SNS 上ですべての会員が直接寄稿できる仕組
みを取り入れてはどうであろうか？

このモデルは，

Wikipedia やオープンソース開発で成功している

15）

．

これまでの学会の出版活動は，編集委員会などによ
るプリスクリーニング方式である．一方，Web 上では，

イメージの打破と IT 技術者・研究者の社会的地位向上
に取り組む必要がある．
また，女性の参画も推進すべきである．IT フォーラ
12）

ムの一環として，「IT ダイバーシティフォーラム」

の

活動を始めているが，活動を産業界や大学などの教育に
結びつける仕組み作りが必要だと考えている．

Amazon などの推薦（Recommendation）や Google のペ

一方，情報技術が社会に浸透するにつれて，近年のシ

ージランクなどのポストスクリーニング方式が広く利用

ステム障害に見られるように情報技術の社会的影響は一

1），17）

．情報の価値は一律ではなく，利用者

層重大になっている．情報技術は，コンピュータやソフ

によって多様である．このような仕組みによって，実務

トウェアのベンダに限らず，ユーザ企業においても重要

家による経験知を公開し，共有できるようにする必要が

となっている．さらには，ユビキタス化に伴い，情報家

されている

ある

20）

．

電や自動車の車載コンピュータなど，製造業でも中核技
術となりつつある．たとえば，自動車産業では，今後の

3）社会的規範としての学会：IT 技術者・研究者のアイ

イノベーションの 90% はソフトウェアであるとの報告

デンティティ向上と魅力あるコミュニティ作り

がある．我々は，情報技術がフロンティア技術であるこ

学会は，その国の技術水準のバロメータであるととも

とを再認識し，イノベーション創発の中心となる学会と

に，当該分野の社会的位置づけも反映している．

してリーダシップを発揮すべきである．

米国の大学の情報関連学科は，情報技術の世界的な牽
引役であった．しかし，ここ数年，新入学生の大幅な減

4）グローバルコミュニティとしての学会：世界の中の

少が続いている．たとえば，米国の大学ではコンピュー

情報処理学会とアジア太平洋地域の情報技術コミュニ

タ科学（CS）専攻の新入学生数が 2000 年から 2005 年の

ティ

間に半減
（1.6 万人から 8 千人）した

19）

．我が国の大学で

「フラット化する世界」では，国境を越えた個人同士

は，米国ほどの急減は見られないが，もはや，人気学科

の連携が進む．一方，アカデミックの観点からは，英

とはいえない状況にある．さらに，女性の比率が低いこ

語による国際会議や論文集の発行の点で，IEEE-CS や
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ディジタル
（Web/SNS）
ディジタル
学会の
ITプロフェッショナル IPSJ 2.0 ディジタル化
コミュニティ
実務
学問
(Professional
(Academic
現在の
Society) 実務への
Society)
学会モデル
展開
リアル
(Face-to-Face)
図 -2

IPSJ 2.0 へ向けて

ACM のグローバルな展開が広がる可能性がある（図 -1）．
このような状況で，情報処理学会の位置づけを考える必
要がある．
特に，アジア太平洋地域では，インド，中国などの諸
国が情報技術に力を入れていることから，地域のポテ
ンシャルは高い．オフショア開発の拡大から，これらの
国々の技術者との競争が高まるとともに，協調も必要と
なる

3），6）

．これらの国々の研究者・技術者といかに連

携するかが課題である．
たとえば，私の専門分野であるソフトウェア工学で
は，ソフトウェア工学研究会とアジア諸国のコミュニ
ティが連携して 1994 年にアジア太平洋ソフトウェア工
学国際会議（APSEC : Asia-Pacific Software Engineering

Conference）5）を立ち上げ，毎年，アジア諸国を会場に

開催してきた．最近では，約 300 編の論文投稿を得て，
採択率も 25% となっている．投稿数では，米国を中心
とするソフトウェア工学国際会議（ICSE）に迫るまでに
成長した．他の研究会や分野でも，アジア太平洋地域と
連携して国際会議が開催されているようである．アジア
におけるリーダとして，学会はこのような活動を戦略的
に支援すべきではないだろうか？

まとめと提言： IPSJ 2.0 へ向けて
「フラット化世界」
をグローバルな社会構造の転換点と
認識し，変化に対応する次世代の学会の役割と位置づけ
が必要である．本稿では，次世代の学会を IPSJ 2.0 と
して，図 -2 に示す，次の 4 つの方向性を提示した．会
員の皆様の議論の契機となれば幸いである．
（1）アカデミックコミュニティとプロフェッショナルコ
ミュニティの融合

参画し，利用できる新たな学会機構とサービスの提供
（ソーシャルネットワークサービス）
（3）社会における情報技術への認識・理解と研究者・技
術者の地位向上の促進
（4）アジア太平洋地域でのコミュニティの推進
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