報告

未踏 の 第 19 期
スーパークリエータたち
竹内 郁雄

早稲田大学理工学術院

未踏事業は 2000 年にスタートして，未踏スー
パークリエータの認定は今年で 19 回目となる．こ

彼自身が踊ったダンスを題材としたデモが実に効果的
だったので，まさに的を射たネーミングである．

れまで事業は名称も含め，その枠組みを何度も変え

DDMixer2.5D でなにができるか．まず，Kinect

てきた．しかし，変わらないのはスーパークリエー

や Xtion Pro Live といった深度センサの情報を付加

タとして認定された若者（でない時期もあったが）

した動画を見ながら，リアルタイムで，画面内の（床

の突出ぶりである．このような人材をもっと広く産

面を除く）オブジェクト（たとえば踊っている人）を

業界や学界に知ってもらいたい．

摘みあげてドラッグ＆ドロップして，踊り手を消したり，

今回の認定の大きな特徴は，公募によって選ば

踊り手を深さの異なる位置にコピーしたりできる．さ

れたクリエータ 31 名（テーマ数は 21 件）のうち

らに音楽と映像を同期再生しながら，タイムライン編

12 名（テーマ数は 9 件），いわゆる認定率が 38.7

集することができる．これだけでも必要な技術素材

％で，初めて 30％を，しかも大幅に超えたことで

が満載だが，さらにカメラ位置まである程度移動させ

ある．ちなみにこれまでの最高は 29％，最低は

ながら鑑賞することや，3D 画像の出力も可能にした．

9.5％だった．まるで突然の猛暑がやってきたよう

インターネットにはいわゆる「踊ってみた」動画が

な雰囲気であるが，こういう猛暑は歓迎したい．紹

たくさんあるが，技術がテンコ盛りのこのような動

介は順不同である．

画は珍しいだろう．ニコニコ動画で DDM2.5D で
検索すれば，実際のサンプルを鑑賞することが可能

██ 栗原竜矢

なので，興味を持たれた方はぜひご覧になっていた
☆1

簡単に使える 2.5 次元動画編集ソフト

だきたい．写真 1 はその動画の 1 コマである．同
じ栗原君が 9 人で積雪の中で踊っている．写真 2

ここでいう 2.5 次元とは平面動画に深度（カメラか

は 6 人の栗原君が研究室内で派手に踊っている 3D

らの距離）情報を加えることを意味する．本格的な

動画の 1 コマである（なぜか，1 人は天井に足を置

3 次元情報よりは簡易に取得可能だが，栗原君は，こ

いて逆さまに踊っている）．

れだけでも十分楽しめる時代がやってくると見込んで，

こういった成果は，栗原君の卓越した開発能力の

この DDMixer2.5D システムを開発した．最初の DD

賜であり，後藤 PM（プロジェクトマネージャ）の

は，彼の弁によれば，Dance, Depth, Drag&Drop

想定をはるかに超えていた．また，DDMixer2.5D

を重畳させたものだ．綿密に作られたシステムだが，

はすでに公開されており，着実にバージョンが上が
っていっている．

☆1

http://ddm25.blogspot.jp
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栗原君は，2.5 次元という，2 次元とも 3 次元と

写真 1

写真 2

写真 3

髪の毛に目が隠れないこだわり

写真 4

カメラ耳線のウサギ

写真 5

アホ毛がいつも一定

雪の中で踊る 9 人の栗原君

研究室の中で踊る 6 人の栗原君の 3D 映像

がなくなってしまうのである．たとえば，写真 3 の
ように，初音ミク

☆3

が横を向いてもちゃんと目が

も近い情報を利用することによって，自分が CG キ

見えるよう髪の毛がどいてくれるのはセルアニメで

ャラクタと一緒に踊っている動画を作ったり，3 次

は当たり前だったが，髪の毛の 3 次元モデルを作

元 CG に現実のオブジェクトを合わせたりする応用

ってしまうとそうは問屋が卸さない．このほかにも

を考えている．これは楽しいと思う人が多いのでは

動物の耳がどこから見てもカメラ目線（カメラ耳線

なかろうか．まさに，2.5 次元動画編集の新しい世

というほうが正しいか）になっているとか（写真 4），

界を切り拓く素晴らしい成果を上げたと言えよう．

初音ミクのアホ毛（頭の天辺にある跳ねた毛）が彼

（担当 : 後藤真孝 PM ）

女の顔の向きにかかわらずほぼ一定の角度で見える
とか（写真 5）．こういった 2 次元映像特有のこだ

██ 小山裕己

わりは数知れない．写真 3 〜 4 は上段が出力結果，
☆2

アニメーションのこだわりを簡単に実現する

下段が固定視点から見た様子．
このようなこだわりを可能にするのが「こだわり

これも 2 次元と 3 次元のはざまを突いたプロジ

物理エンジン」である．これは 3 次元的な整合性の

ェクトである．小山君いわく「時代は 3 次元 CG だ」．

とれた形状のデフォルメだけでなく，見る方向に応

なので，2 次元アニメも 3 次元 CG を意識して作成

じた，アーティスト指定のデフォルメを許す，つま

されるようになった．ところが，正確な 3 次元モ

り，見る方向に応じて物理演算の内容が変化する器

デルに基づいた物理演算を行って 2 次元画像を作
成すると，セルアニメで当たり前だった「こだわり」

☆2
☆3

http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~koyama/mitoh/index-j.html
初音ミクはクリプトン・フューチャー・メディア（株）の創作です．
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写真 6

子供たちが作った植物図鑑の一部

写真 7

神村英二青磁コレクション

用なエンジンである．もちろん，なんでも可能とい

るが，Wikipedia よりも図鑑としての多様な構造

うわけでなく，やや制限された 3 次元デフォルメ

を生み出せる仕掛けである．図鑑というのは我々が

に対応しているが，十分な学術的価値のある開発を

子供のときから慣れ親しんでいる書物の形式である．

こなしている．

しかし，これを Web 上でみんなが簡単に構築でき

写真は載せないが，3 次元モデルから作ったミク
のダンスを下から目線で見るとどうなるやろ？と考

るようになれば，明らかに新しい展開が開ける．な
にしろ「人は分類せずにはいられない」．

える人がどうしても出てくる．これも，下から目線

このプロジェクトの前身として，直江，中城の両

になったらスカートが自然に体に貼り付くという不

君もかかわっていた WEB 魚図鑑があり，そこでは

思議な物理演算で対処する．

魚類学の有識者数名が画像から種の同定を行い，分

このエンジンを生のままで提供しても使いこなせ

類体系を構築していた．これをベースにスクラップ

るアニメータはそういない．そこで，Unity という

＆ビルドして，集合知に基づく汎用 Web 図鑑作成

ゲームエンジンのプラグインとして実装し，公開し

プラットフォームを開発したのがこのプロジェクト

た．PM との議論の末の展開だと思うが，これがユ

である．ここでは，分類同定や分類ツリー構造すら

ーザ数を増やすためのカギとなった．使ったことも

ユーザが編集できるようにした．

ない Unity の詳細を調べ，うまい抜け道まで見つ

上の説明だけではいささか分かりにくいかもしれ

けて，実用的な速度で動くところまで仕上げるのに

ないが，使いやすさのフィードバックを得るために，

1 カ月ほどしか要しなかったというのは，まさに小

両君がこのシステムを使い，子供たちに協力しても

山君の真骨頂である．

らって作った，とある公園の植物図鑑を見ると分か

「こだわり物理エンジン」はすでにダウンロード可

りやすい（写真 6）．スマホを持った子供たちが公

能である．なお，これは今年（2013 年）4 月の第

園の花や草の写真を撮って Web に上げると，（相

4 回ニコニコ学会βシンポジウムの「研究してみた

手が子供たちなので）知識を持った大人が Web 経

マッドネス妄想の部」の大賞を受賞した．

由でそれに答えて分類する．もう 1 つの実験では，

（担当 : 原田康徳 PM ）

██ 直江憲一， 中城亮祐

画像集約 Web サービス zukan

ワークで Web 図鑑にした（写真 7）．
☆4

一言で言うと，これは Wikipedia の図鑑版であ
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彼らが「神村英二青磁コレクション」をこのフレーム
すでに膨大な写真が集積していた WEB 魚図鑑は
☆4

http://zukan.com

写真 9

希望が実現するまでの流れ

写真 8 サービスの概観

このプラットフォームの上に移築されている．ユーザも

で，やりたいことを思いついたときにすぐに作成したり，

すんなりと移行してくれた．具体的な大きなユーザ層

タイルやリストなどの好きな表示形式で管理／整理し

が見えていただけに，ただ作ってみました的ではない

たり，また，実現していく過程や結果をほかの人と共

迫力のあるシステムに仕上がった．誰でも分類同定で

有することができるようにすることである．

きるというところに，多少の危うさがあるが，しっか

安川君は，類似のものがあることを認識した上で，

りとした裁判員裁判的な仕組みを導入して，図鑑とし

単なる ToDo List や，画像一覧サービスの延長で

ての健全性が保たれる工夫がしてある．

はなくて，ユーザの未来の情報である want（希望

Facebook などの外部サービスとの連携も抜か

や希求）のみに特化することで，ユーザビリティの

りない．
「投稿写真が同定されました」という通知が

高い，リッチかつユーザエクスピアリアンスの高い

来るので，投稿のモチベーションも湧く．

サービスを実現している．

直江君と中城君は紙媒体のしがらみを外したフレ

安川君たちが，沖縄型 IT 人材育成事業（レクサ

ームワークという発想をすることで，図鑑というもの

スアカデミー）において，やりたいことをベースに

に非常に大きな可能性をもたらした．たとえば，これ

したプロジェクトの企画・開発・マーケティングを

によって，単なる図鑑ではなく，相互に有機的に結

学生たちにやってもらったところ，want がもたら

合した図鑑群ということが可能になる．脚註に記した

すモチベーションが非常に良い成果をもたらしたこ

URL にぜひアクセスしていただきたい．彼らはすでに

とが，彼らのアイディアの根本にある．

起業資金を獲得している．zukan.com がうまく軌道
に乗ることを期待したい．

（担当 : 原田康徳 PM ）

写真 9 に，want の作成から，それが実現するま
での流れが，まさにポンチ絵的に示されているが，
実は人は，夢をいつでもそばにおき，ほかの人と共

██ 安川要平

思いを叶える視覚駆動バケットリスト

有することで，夢の実現への近道を歩むという，ひ
ょっとしたらごく当たり前のことを，これまたごく
当たり前に実装してしまったということになろうか．

安川君はコクリエータの比嘉正栄君とともに，や

システムのインタフェースを英語で実装し，シリ

りたいこと（want ）のリスト（バケットリストと呼

コンバレーで最初のプライベートβサービスを行っ

ぶ）を簡単に管理・共有・発見するためのビジュア

たあと，本格的に公開するというのも，未踏の国際

ルと使いやすさに優れた Web サービス Wantolist

化に大きく寄与している．

を開発した．写真 8 にシステムの見かけを示す．
目指したことは単純で，拡張機能やモバイルアプリ

安川君はこれのみならず，CoderDojo や沖縄ギ
ークハウスでの活動などで「大暴れ」している．この
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ような高いアクティビティもスーパークリエータに
相応しい．

（担当 : 藤井彰人 PM ）

██ 吉田成朗

表情フィードバックを利用した感情喚起
人は「悲しいから泣く」のではなく「泣くから悲し
い」という心理学の知見に則れば，鏡に映った自分
の顔が嬉しそうであれは，自然と自分も嬉しい気分
になり，鏡に映った顔が悲しそうであれば，自然と

写真 10

感情喚起のための三面鏡

自分も悲しい気分になる．だったら，自分をハッピ
ーにしてくれる鏡を作ればいい．
吉田君は，鏡のかわりにカメラを仕組んだ鏡風の
ディスプレイに，カメラで取り込んだ人の顔をごく
わずかに変形させて，笑顔と悲しそうな顔を映し出
す技術を開発した．こうして作成したのが写真 10

Normal Face

写真 11

Smiley Face

Sad Face

原像から作られた 2 つの表情

の三面鏡である．両側は本物の鏡で，真中がディス
プレイである．三面鏡にしたのは，これが顔を見る

この創意工夫に満ちた技術は意外に多くの使い道

ための鏡であり，鏡を開くという動作で，鏡のリア

がありそうである．美容院や試着室の鏡などに設置

リティが強調されるためである．

すれば，販売促進になりそうだし．他者の感情の追

実際，この鏡を 200 〜 300 人の人に試してもら

体験の補助にも使えそうだ．また，他者理解のコミ

ったところ，この「変形鏡」に映った表情の変化が感

ュニケーション支援，心理療法への応用なども考え

情に影響を与えているという明確な感触を得た．

られる．

（担当 : 石黒

浩 PM ）

しかし，ここに至るにはいろいろな技術開発が必
要だった．まず，ディスプレイ上部に目立たない
ようにつけたカメラで撮った画像を（もちろん左右
反転して）表示すると，「鏡像」と視線が一致しない．

██ 大嶋泰介

変形困難な素材から美しい曲面を造る

下を向いているように見えるのだ．このために目の

木材は多少はたわむが変形は難しい．もちろんプ

周辺に微小な変形をほどこして，目が相対している

レス機を使って曲げ細工をすることは可能であるが型

ように見えるようにした（特許申請の予定）．

を作るところから始めて大変なコストがかかる．大

次は変形量だが，顔の造作のバラツキに依存した，

嶋君は，板に細かい切削パターンをコンピュータ数

決して過剰ではない変形が最も良いことが判明した．

値制御（CNC ）の切削機を用いてレーザで刻み込

過剰に変形すると快・不快がわざとらしくなって鏡

む．この，木の見掛け上の弾性を変化させる Dukta

でなくなる．必要最小限の変形（悲しいときはちょ

（写真 12）という手法を参考にして，いろいろな曲げ

っと頬が細くなる）と，必要最小限の色合いの変更

木を作るシステム WoodWeaver を開発した．

（悲しいときはちょっと頬が青白くなる）にとどめ

ユーザはまず木の弾性変形強度を実際の木材で確

た結果，多くの人が，顔が変形されていることに気

かめた上で，材料パラメータとして入力し，最適な

がつかなかった．写真 11 に変形例を示す．左から

切削パターンを得る．次に，対話的モデリングによ

原像，やや笑顔，やや悲しい顔である．

り，堅牢さが保証される形状をシステムが提案する．

1010 情報処理 Vol.54 No.10 Oct. 2013

写真 12

Dukta

写真 13

あとは CNC 切削機のための図面を作成し，実際に

対話的モデリング
写真 14

完成した椅子

切削をする．最後に部品をお互いにはめ込むことで

このレコメンドエンジンはそれこそ雲霞のごとく

完成する．写真 13 は対話的モデリングの画面であ

あったように思うが，福島君と吉田君の開発した

り，写真 14 は最終的にできた，ちょっとオブジェ

Gunosy はすでに数万人のユーザ数を獲得してい

っぽい椅子である．

る．その彼らが Gunosy の将来に危機意識を覚えて，

言うは易しだが，ソフト開発のみならず，町工場に

多様性と意外性をキーアイディアにして挑戦したの

通い詰めて，このちょっと大振りの椅子を作るには相

がこのプロジェクトである．Gunosy は元来，ユー

当な時間を要したようだ．椅子ができて，まずほっと

ザの SNS のデータを分析して適切と思われる記事

して休みたくなったのは大嶋君自身であろう．このほ

を推薦してきたのだが，彼らの分析によると，だん

かにも小物的な作品がいくつかできあがっている．

だん既視感のある新鮮味のない記事の推薦が溢れて

いかにも物作り的なプロジェクトに見えるが，実

きて，かえってユーザ離れを増長したと言う．

際には木材という素材の可能性を飛躍的に高めるソ

Gunosy のようにすでに巨大なユーザを獲得して

フトウェアツール開発プロジェクトといったほうが

いるレコメンドエンジンであるからこそ，データ分

よい．実際，当初予定になかった 3 次元曲面造形

析が効果的だろう．そこに目をつけた福島，吉田両

ツールの開発も終えてしまった．このツールをベー

君の着眼点は鋭い．

スにしたソフトを Web 上で動作するようにし，い

まず，従来の推薦にランダムにユーザの嗜好と関

ま世界で盛り上がりつつある Makers ビジネスや

係のない普通の記事を挿入してみると，意外とクリ

Makers Communitiy の育成などに発展していく

ック数が多くなることが分かった．次に逆説的に推

ことを期待したい．

薦リストをスコアと逆順にするという大胆な実験を

（担当 : 藤井彰人 PM ）

行ったところ，下位の記事を推薦するアルゴリズム

██ 福島良典， 吉田宏司

多様性と意外性を持つニュースレコメンドエ
☆5

ンジン

を変更すればクリック率を向上させる可能性がある
ことが分かった．
このような実験を通じての彼らの発見は，n 番目
の記事は，n -1 番目までの記事のクリックに依存し

インターネットの情報量が爆発している中，必要

て，クリック率が変わるということである．彼ら

な最新情報を得ることはますます難しくなっている．

は，n 番目のときは n -1 番目までに登場したトピッ

もう耳だか目を塞ぐのもありかもだが，世の中から

クの興味スコアを減衰させるアルゴリズムを発案し

取り残されるもいやだ．となると，いいレコメンド

た．これにより，推薦リストの多様性が増す．つま

エンジンに頼るしかない．

り，ユーザにとっての意外性が増す（図 -1）．
単純なようだが，これが功を奏した．このアルゴ

☆5

http://gunosy.com

リズムを適用するまで，ユーザのアクティブ率が減
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新アルゴリズムによるスコアの変更
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多数のビートルズの曲を混ぜる（青丸が平均位置）
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topic3

topic1

興味スコア

記事が推薦されるのに応じて，
ユーザの各トピックへの興味
スコアを変更させる

N-12
user_num

2012 年 5, 7, 9, 11月のユーザ数と定着率

少していたのが，ユーザ数が倍以上に増したにもか
かわらず，ユーザのアクティブ率は以前の水準に戻
ったという．1 週間当たりの使用日数も 8.2％増加

アイディアは面白いが，2 つの曲の平均をとると
はどういうことかという考察から始めないといけ

した（図 -2）
．
ともかくすでに法人化もし，十数万を超す多数の

ない．これに両君は苦労したようである．まずは

ユーザがついているレコメンドエンジンを，ある意

2 つの曲の音高の相乗平均を取り，結果を 12 音の

味で実験台に使ってさらなる飛躍を目指そうという

どれかに当てはめる．このときある程度楽典に沿う

両君の着眼点は素晴らしいし，実際に実験を経て定

ようにするのである．

着率の高いユーザを獲得していった開発戦略には感
嘆する．		

（担当 : 増井俊之 PM ）

そこから出発して，単なる平均ではなく，内分比
を指定して，混ぜる曲 A と曲 B の度合を調整でき
るようにする．さらには曲 A から曲 B らしさを減

██ 平井辰典， 佐々木将人

平均曲作成システム MusicMean

ずるために，外分という考えも導入する．これらを
総称して平均曲と呼び，ユーザは「平均」された曲を
聴きながら，実時間で内分比や外分比をボリューム

作曲の才能もなにもない人が新しい曲を作りたい

ツマミを回していじることができる．写真 15 はシ

と思ったらどうするか．オリジナリティに富んだ曲

ステムの画面で，多数のビートルズの曲を混ぜてい

はもとより無理．しかし，複数の曲をミックスして，

る画面が写真 16 である．

新しい曲を作ることができれば，そういう人でも能

MusicMean でできあがった曲は，ちょっと半音

動的に音楽を楽しむことができる．平井君と佐々木

階的音楽の調子になりがちだが，こういう音楽が好

君の
「平均曲」
の発想はここから生まれた．

きであればそれなりに楽しめる．しかし混ぜる曲同
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写真 17

写真 18

読めるエミュレータの一部

兵庫県立西宮香風高校でのワークショップ

士のマッチングがいいと，なんとも言えない本当の

コンを題材とする．なにしろ，RAM が 2048 バイ

ミックス曲ができる．

トの機械だから掌握しやすい．ファミコンのエミュ

しかし，曲を平均という手段で混ぜるということは，
エントロピーを減少させるということだから，それを
超えて新しい曲を生み出すためには，さらなる工夫が

レータを開発して，ファミコンのすべてを嘗め尽く
せるようにしようというのだ．
これだけだったら，よくある話かもしれないが，

必要だろう．平井君たちは，まずは
「平均曲」という音

実装がすごい．スクラッチから GUI ツールキット
「ち

楽の能動的な楽しみのコンセプトを創案し，そのプロ

さ」と「時を司る」スクリプト言語「ど〜なっつ」

トタイプを示したというところに独創性があった．首

開発し，ファミコンの動作をあたかも本を読むよう

藤 PM が指摘しているように，彼らは平均曲作成の

に，任意の時間に戻して動作を「読み直し」たり，し

手法を生み出す中で，曲の楽曲らしさの要素や個性と

おりを挟んだりできるようにした．いくらファミコ

はなにか，の問題に対する面白いアプローチを提案し

ンとはいえ，レジスタやバスの内容をスローモーシ

たと言えよう．		

ョン実行だけで理解できるはずがないからである．

（担当 : 首藤一幸 PM ）

☆8

を

なんと，最終報告会のスライドショーは実はこのど

██ 平藤 燎

ーなっつとちさそのもので，当然システムのデモも
そこに含まれており，まさに動作するスライドを本

☆6

CPU の理解を容易にするシステム

のようにあっちに行ったりこっちに行ったりして説

今回のスーパークリエータの中で最もユニークだ
☆7

明してくれた．つまり，エミュレータが読める本

と

になったのだ（写真 17）．このエミュレータは原田

きどき女装をするのが趣味だ．なんだかヤワな感じ

PM いわく「リアルタイムに動いているものを麻酔

がするが，プロジェクト自体は今回の中では最もハ

をかけずに手術するみたいなエミュレータ」である．

ったのが平藤君である．なにしろ獣医志望で

ードボイルドであり，開発能力も際だっていた．

この実装の背後には相当深い技術があるが省略．

いまやブラウザで手軽に楽しめるプログラミング

平藤君はこのシステムを使って，二進数の理解も怪

環境が豊富にあり，手軽にプログラミングを学べる

しい高校生に出前ワークショップを行い，システム

ようになったが，そのような抽象レイヤの下で，コ

の効果を確認した（写真 18）．

ンピュータが実際にどのように動いているかを実感
することがますます難しくなってきた．低レイヤを
学ぶのに，平藤君は複雑な x86 でもなく，ハード
のない CASL でもない，元祖ニンテンドーファミ

☆6
☆7

☆8

http://ledyba.org/famicom
ある雑誌の取材を受けたとき，彼が「いまマウスの解剖をしてい
る」と言ったら，記者は，ポインティングデバイスを分解してい
ると誤解したとか．
http://donut-lang.org
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アイディアがとんがっているのはもちろんだが，

その名も元気な古見元気君は，自分のダンスのラ

プロジェクトの用意周到な進め方，プレゼンのうま

イブ配信を Kinect を使って変換したアバターで行

さ，どれを見ても感心させられた．

うシステムを開発した．つまり，自分を隠しつつ，

（担当 : 原田康徳 PM ）

自分のパフォーマンスを公開できる．さらなる演出
効果や聴衆参加などの工夫もよかった．

第 19 期も，図ったわけではないが，IT の広いス

叩きたくなるぬいぐるみ，愛称ド M ロボット（セ

ペクトラムをカバーしたいろいろなタイプのスーパ

ンサや PC 等を内蔵）を開発したのは，これも元気

ークリエータが生まれた．今回はスーパークリエー

な足立麻衣子さん．「叩きたい」という欲望を呼び覚

タと認定されたプロジェクトが多く，多くの紙幅を

ますことで，人間の「皮」をはがしたいという遠大な

使わせていただいたが，例によって最後に上記以外

プロジェクトだった．

で，竹内の印象に残ったプロジェクトを少し紹介し

第 19 期で，未踏の 5 年計画がいったん終了したが，

よう．どれもそうだが，このまま埋もれさせるのは

2013 年度からまた次の 5 年計画が続く．これからど

もったいない．

んな人や成果が出てくるのか，ますます楽しみである．
（2013 年 7 月 12 日受付）

自身も料理愛好家である喜多唯君のその名も「プ
ログラマブル・フード」
．プログラム制御で調味料
を吹き出す細いパイプを仕込んだフォークで食事を
する仕掛けだ．これで同じものを食べているのに味
の変化が楽しめたりする．
◆◆◆

竹内郁雄（正会員） ■ nue@nue.org
1971 年東京大学大学院修了，以降，NTT 研究所，電気通信大学，
東京大学を経て現職．東京大学名誉教授．エジプト日本科学技術大学
の立ち上げに参加中．未踏 IT 人材・発掘育成事業統括プロジェクト
マネージャ．

SamurAI Coding へのお誘い ◆◆◆

未踏は若い IT 人材を発掘し，守り立てる事業であるが，若い人たちの活
躍の場を多様に提供することは未踏に限らず重要である．竹内の経験によ
れば，若い人に自分の才能を発見する機会を与えれば，そこからはまるで「生
えてくる」ように，その才能が開花する．2012 年度から情報処理学会が始
めた SamurAI Coding は，知的戦略が必要な一種の陣取りゲームを題材と
して，参加者のプログラムを競わせる国際的な AI プログラミングコンテスト
である．竹内もお手伝いさせていただいている．
詳しいことは下記の URL を参照願いたいが，ゲームは 4 つのプログラム（それぞれが 3 人の侍と1 匹のイヌを制御する）が，
お互いの動きを見ながら陣地を拡張し，必要なら相手を邪魔していくという，マルチプレイヤゲームである．近山隆委員長によ
る第 1 回大会の報告は「情報処理 2013 年 4 月号」に出ている．
第 1 回は 25 歳まで，かつ 1 チーム 3 人構成という制限があったが，今年からは，年齢制限なし，かつ 1 チーム 1 人で参加
できるようになった．さらに日本語でも（昨年より簡略化された）公式ルール等が公開される．昨年は参加したいのに，年齢制
限で出られなくて悔しい思いをした人が多数いたと聞く．今年は若い人に負けるものかという方々の「ツォーイ」プログラムの参
加を期待したい．若い人たちは同じ土俵で闘ってこそ，育つというものだろう．若い人には表彰などで一定の配慮があるはずな
ので，年配者にボコボコにされることを恐れないでほしい．決勝では外国の参加者と直接話をする機会も与えられる．
なぜゲーム？という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれないが，SamurAI Coding は，純粋にプログラムの論理を競う
コンテストであり，ルールの理解，与えられたスクリプト言語の理解，戦術・戦略の設計，どれをとっても IT の基礎力を試すあ
るいは育てるよい舞台である．
申込期限が 9 月末までなので，急いで下記 URL を参照の上，参加する，あるいは周囲の若い学生や生徒たちに参加を奨め
るかしていただければ幸いである．竹内個人としては，若い成績優良者がこれを機会に未踏に向かってくれればと願っている．
SamurAI Coding の公式 URL：http://samuraicoding.info/
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