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第1章 
 

ダイエットと私 
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「江端智一」のご紹介(ウイークデー) 

某私企業の主任研究員 

■「技術」で社会に貢献する会社に勤務 
    →「愛」でも「金」でも「真心」でも「優しさ」でもなく「技術」 

      
■鉄道、電力、交通、GPS、ネットワーク、エンジン、 
   電子レンジ、データ解析まで、なんでもござれの 
   システムエンジニア 
   →最近は、「ビッグデータ」も扱ったりしているが、 

       「ビックデータ死ねばいいのに」とかなり本気で思っている 

 ■「初物」は食べてみたい方 
    → 流行の技術は、一通り試してみたい 
    → ファジィ、ニューロから、そして最近はベイズ推定 3 



「江端智一」のご紹介(ウイークエンド) 

■技術コラムを寄稿 
    2012年4月～    

■寄稿コラム数  
    約90本      

■主な寄稿先  
-EE Times Japan殿 
     ( http://eetimes.jp/ ) 
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テクニカルライター(週末研究員) 

http://eetimes.jp/
http://eetimes.jp/


江端智一の著作物(一部抜粋) 

「「英語に愛されないエンジニア」の 
ための新行動論」 

江端さんのDIY奮闘記EtherCATでホー
ムセキュリティシステムを作る 
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江端智一の著作物の特徴 

         数字を使って、考察するものが多い 
 

    例1：数値だけを使って「結婚すると幸せになれるか」 
           → 「結婚偏差値46.3以上あれば、幸せになれる」 
    http://biz-journal.jp/2013/11/post_3470.html  

 
    例2：数値だけを使って「生涯未婚率の予測」 
           → 「私の娘たちの結婚できる可能性は65%」 

 http://biz-journal.jp/2013/10/post_3092.html  

 
    例3：数値だけを使って「日本の人口推移予測」 
           → 「70年後に、人口の半分が消滅」 

 http://biz-journal.jp/2013/10/post_3019.html  
 

 一応筋の通ったロジックで、数値にする 6 
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連載「数字で世界を回してみよう」 

1.コンセプト 
  電卓だけで時事問題 
  を把握する 
 
2.アプローチ 
 ×結果だけを提示 
 ○計算プロセスを開示 
 
3. アピールポイント 
   計算結果に対して、 
   素直に感動する 

まずまずのご評価を頂いています 7 



かなり、いい加減な背景と動機 

今年度4月より「ダイエット」シリーズ開始 

                         背景と動機 
 

  

     (1) 昨年11月の人間ドッグで、個別に呼び出された 
           (心臓に悪いから、個別呼出は止めて欲しい) 
 
     (2)「いわゆる『メタボ』」と診断された 
           (毎回、直前ダイエットで逃げてきたが・・・) 
   
     (3)そこで、「ダイエットプログラム」を受けることにした 
           → 連載のネタになりそうな気がした 
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ちょっと調べてみたところ・・・ 

    「ダイエット業界」は、かなり「いい加減な世界」 
   

    例1：科学的裏付け 絶無 
           →その方法で、何故痩せるのかの理由なし  
 

    例2：検証データ 絶無 
           →データが添付されているダイエット本なし 
  

    例3：新規性 絶無 
           → 新しい事実の提供なし(後述) 
                         

こんないい加減な世界で、 
2兆円(*)もの金が動いている 

(*)比較：出版業界全体→1.9兆円、宝くじ→1兆円、 競馬→3.3兆円 
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アプローチが間違っている？ 

本日は、この通りの話をします 

    →「リンゴが地面に落ちる」くらいに自然なこと 
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    →「ダイエットに成功する方法」ではない 

「人類は"ダイエットに失敗する” 
ようにできている」を 
数理的に検証する 

(1)「ダイエットは失敗するもの」を正しく理解する 

(2)「ダイエットの失敗を『妨害する』方法」を考える 



「数理的に検証する」とは 

「道具」を自作する(古き良き)時代は終った 

                江端のいう「数理的」とは・・・ 
 
 

    (1)データの声「だけ」に集中すること 
           →×思い込み、理念、主義主張、根性論 
 

    (2)仮説を立ててから、解析を開始すること 
           →むやみにデータ解析しても、欲しい答えには 
              辿りつけない 
 

    (3)解析ツールは「道具」と割り切ること 
           →解析手法について、完全に理解しようとしない 

11 



第2章 
 

NTTデータ数理システム
さんと私 
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”某私企業の主任研究員“としてBAYONETを正式採用 

なぜ、私はここに立っているのか？ 

この理由だけで、採用決定 

(1)ベイズ推定の計算なんぞやって 
    られない 
     → BAYONETに複雑な計算をやらせる 

(3)日本語でないツールなんて使いたくない 
     → 英語では、私も上司も読者も困る 

(2)ベイジアンネットの構築なんぞ 
    やってられない 
     → BAYONETのユーザI/Fに押しつける 

(4)日本語でサポートしてくれなきゃヤダ 
     → 親切で丁寧で、裏技も教えてくれる 

ベイズ推定の半端ない計算の一例

病気1
(D1)

病気2
(D2)

血液検査
結果(T1)

D1 P(D1)

0：なし 0.999

1：罹患 0.001

D2 P(D2)

0：なし 0.998

1：罹患 0.002

D1 D2
P(T1 {D1,D2)

0：異常なし 1：異常あり

0 0 0.999 0.001

0 1 0.710 0.290

1 0 0.060 0.940

1 1 0.050 0.950

遡って確率
を推測する

問1：血液検査が「異常あり」の場合、病気D1
のみに罹患している確率を出せ

求める値は、P(T1=1 | D1=1) = P(T1=1, D1=1) 
/ P(T1=1)
P(T1=1, D1=1) = P(T1=1 | D1=1, D2=1) 
P(D1=1) P(D2=1) + P(T1=1 | D1=1, D2=0) 
P(D1=1) P(D2=0)= 0.950 x 0.001 x 0.002 + 
0.940 x 0.001 x 0.998 = 0.00094
P(T1=1)  =    P(T1=1 | D1=0, D2=0) P(D1=0) 
P(D2=0) +  P(T1=1 | D1=0, D2=1) P(D1=0) 
P(D2=1) +  P(T1=1 | D1=1, D2=0) P(D1=1) 
P(D2=0) +  P(T1=1 | D1=1, D2=1) P(D1=1) 
P(D2=1)= 0.001 x 0.999 x 0.998 + 0.290 x 
0.999 x 0.002  +  0.940 x 0.001 x 0.998 + 
0.950 x 0.001 x 0.002  = 0.002516
以上より、
P(T1=1 | D1=1) = 0.00094 / 0.002516 = 
0.373543281  となり、 約37% という解答が算
出できる
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なぜ、私はここに立っているのか？ 

(6)そこで、交換条件を呑んで貰ったんです 
    → 「タダで貸して下さい。その代わりに販促に協力します」 

(5)しかし、BAYONETやTMSは高価 
    → 個人で購入できるような金額ではない          

ベタベタの利害関係です 14 

”週末の主任研究員“も、BAYONETやTMSを使いたかった 

技術コラムの最後のページに広告掲載 



製品名 
(値段) 

江端による、独断的な 

製品説明 使い方 

 
 
 

(57万円くらい)(*) 

CSVファイルを、GUIだけで、ベ
イズ推論エンジンに変える 

(Step.1)なーんにも考えずに、データを
インポートする。 
(Step.2)適当にノードを繋げる(使うの
は2層まで) 

 
 
 
 

(230万円くらい)(*) 

複数のテキスト(文章)を、恐しい
程のザックリ感で、単語だけに、
身も盖もないほどの短文に変え
る 

(Step.1)なーんにも考えずに、データを
インポートする。 
(Step.2) 「オヤ？」と思う結果が出てく
るまで、関係のない単語をバシバシ捨
てていく 

 
 
 

(230円くらい)(*) 

『ファイルとルソバーのアイコン
を繋ぐ」という徹底した「これっ
きり」解析エンジンに変える(た
だ、ソルバの数が凄い) 

(Step.1)なーんにも考えずに、データを
インポートする。 
(Step.2)ソルバのアイコンと繋げて、Ok
ボタンを押す 

今回、貸して頂いたもの 

徹底した「なーんにも考えずに」の思想 15 

(*)上記は単品での価格。アカデミック価格もあります。 

NTTデータ数理システムさんの主力製品3つ 



第3章 
 

数理的に検証した 
「ダイエット」の現状 
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第3章の進め方 

ツールの使い方とダイエットの話を、 
ごっちゃにしながら進めます 

■「ツールの全部を話して欲しい」というご要望 
     → 『3つ貸して頂けた』ということは、そういうことなんだろうなぁーと(邪推)     

■現場のドタバタ感を理解して頂く 
   →締切に追われたテクニカルライターの、修羅場の臨場感をお伝えしたい 

■『こんなに、いい加減でもいいんだー』を理解して頂く 
    → たぶん、皆さんは驚くと思います 

17 

■この資料には、江端の所感は(ほとんど)書いていません 
     → このセミナーにご参加頂いた「あなた」にだけにお話します 



ダイエットの全体概況 
 

～ ダイエットを仕掛ける者たち～ 
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“Diet”という単語の使われ方 
Google検索のヒット数(だけ)から、ざっくり推定 

“diet”:4.65億ヒット 

“weight” 
2.72億 
ヒット 

“beautiful” 
1.12億 
ヒット 

0.44億ヒット 

“diet(ダイエット)”の73%は”weight(体
重)”と”beautiful(美しい)”と共に使用 19 



題目(単語)から見た書籍数比較 

ダイエットは、他の欲望を凌駕する？ 

Amazonの「本」カテゴリーでの検索してみた 

「ダイエット」 

「セックス」 

「美味しい」 

「TOEIC」 

「美人」 

「モテる」 

「出世」 

(虚栄欲) 

(食欲) 

0 4000 8000 (冊) 

(金銭・出世欲) 

(知性欲) 

(虚飾欲) 

(性欲) 

？ 
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「『ダイエット』本の題目解析 

(1)ダイ
エットの
方法 

(a)行為 

歩く、マーシャル、断食、ベリーダンス、カービーダンス、フラダンス、ベルト締め、骨盤、肩甲骨、肩関
節、股関節、脱糖、食事、体重計に乗る、記録(日記等)、筋トレ、食べ癖、心理学、くびれエクソサイズ、
ルール、寝る、糖質オフ、大食い、縄跳び、呼吸、ゆる圧、ゆびヨガ、ボディートレーニング、叩く、寝る、
入浴、体操、便秘解消、リンパストレッチ、おなか絞り、噛む、ストレッチ、(モデル等の)人マネ 

(b)モノ 
やせる食品、氷コンニャク、しらたき、せん切りキャベツ、春雨、粉豆腐、晩御飯、おかゆ、ボール、イン
ソール、足指パッド、プロティン、酒、ジュース、レギンズ、肉、豆腐クリーム、グルテンフリー、水、アミノ
酸、ココナッツミルク、ココナッツオイル 

(2)ダイ
エットの
効果 

(a)数値 
5kg減、8kg減、10kg減、13kg減、20kg減、26kg減、30kg減、10%減、1分、3日で痩せる、1週
間、2週間、21日、30日、90日 

(b)概念 

美人、リバウンドしない、脂肪を燃やす、人生最後のダイエット、一生太らない、「太る」「老ける」から
解放、クリニック成功例、世界一の美女、生まれ変わる、モデルになる、美姿勢、腰痛、不安・イライラ、
美容、脳の老化防止、痩せる、やせ体質、不調解消、人生変化、若返る、100歳まで生きる、脂身が
取れる、健康、美しく、幸せ 

(c)箇所 
下半身、腹凹、お腹、美乳、美尻、美脚、究極ボディ、お尻の高さ10cmアップ、脚、お腹、ヒップ、クビ
れ 

(3)形容 

(a)限定 6秒だけ、1分だけ、叩くだけ、見直すだけ、寝るだけ、盛るだけ、噛むだけ、つけるだけ 

(b)誇張 
脅威の、簡単、確実、我慢いらず、絶対、どんどん、ラクラク、みるみる、苦もなく、面倒なし、史上最
強、正しい、楽して、すっきり! 、あこがれ、決定版、できる、成功 

(c)卑下 努力しない、我慢しない、ずぼら、根性なし、怠け者 

同種の言葉が使い回されているだけ 

Amazon上位100冊の題目を全部読み取った 
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「『ダイエット』本の題目の上位概念 

(1)ダイ
エットの
方法 

(a)行為 「体(または、その一部)を動かす」 

(b)モノ (i)ローカロリー食品、(ii)運動量を増やす器具 

(2)ダイ
エットの
効果 

(a)数値 (i)1分から90日まで、(ii)5kg～30kまで 

(b)概念 (i)美容、(ii)健康 

(c)箇所 (i)足、(ii)腰、(iii)胸、(iv)尻 

(3)形容 

(a)限定 「特別な努力はいらない」 

(b)誇張 「驚くべき効果」 

(c)卑下 「なまけものの私であっても」 

結局、本の題目の内容は全て同じ 

簡単にまとめてみた 
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「ダイエット」を含むニュース見出し数 

GW後に「ダイエット」ニュースがピーク 

「Googleトレンド」を使ってみた 

20 

40 

60 

80 

100 

(見出し数) 

0 100 200 300 400 500 
(経過週) 

5/29 

5/13 

 5/13 

5/24 
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「ダイエット」見出し数の発生周期 

「4ヶ月間」と「2ヶ月間」に強い周期性 

12ヶ月周期 

4ヶ月周期 

2ヶ月周期 

1.2～1.5ヶ月周期 

周期の 
振幅 

1ヶ月～12ヶ月に限定 

エクセルを使って周波数解析をしてみた 
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2013～2014のニュース見出し数 

正月後に、もう一回ピークがくる 

ピーク発生時を読み取ってみた 

60 

80 

100 

2013 
5/12 

(見出し数) 

2014 
5/14 

正月明け～1月末 

GW後 

2014 
1/5～26 

GW後 
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26 

ダイエットブログ解析 
 

～ 「ダイエット」に踊る者たち～ 



「ダイエット始めます」が記載されたページ数 

10月～12月に「始めます」宣言が多い 

各月(e.g “10月”)を検索キーとしてヒット数を見てみた 
35000 

2014年 
1月 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

10月～12月 

15000 

25000 3月～4月 

27 



「始めます」「やめます」が記載されたページ数 

「やめる」と言わないで、やめていく 

0 

100 

200 

300 

400 

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 [西暦] 

[ページ数] 

「ダイエット始めます」を含むページ数 

「ダイエットやめます」を含むページ数 

(※2015年は補正
数) 

  6 

10 

14 

18 

始めます 

やめます   x100 

[%] 

[%] 

y = 444.58 x  
-1.056 

R² = 0.9477 

Googleによる期日指定の検索をやってみた 
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『ダイエット始めます』の、「その後」 

ブログ 更新 その他(江端追記) 
0日 0回 「次回はダイエットルールを公開」の「次回」は登場しなかった 

101日 97回 毎日記載されていたが、5/19日を最後にそれっきり 

20日 8回 「インドでダイエット」というテーマで、現在継続中 

960日 1回 初回に「ダイエットを始めます」という言葉がでてきて、その後、現在に至るまで「ダイエット」と

いう言葉は登場しない 

0日 0回 「週1回更新かもしれない」と記載されて、それっきり 

34日 1回 ブログは継続中だが、「ダイエット」の話題はそれっきり 

20日 0回 初回に、「トレーナのノウハウを活かして7月までに4kg痩せたい」との記
載があり、それっきり 

8日 0回 エアロバイクの記載が3回続いて、それっきり 

45日 32回 ようやく、ちゃんとしたダイエットブログを見た気がする 

97日 5回 ティーンエイジャの女性。ダイエット実績は出ている様子 

「その後」は、どうなったんだ？ 

試しに、10ページくらい読んでみた 
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ブログ更新から見たダイエット継続期間 

42%が初回の「ダイエット宣言」だけで終了 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

0日 1日 3日 7日 9日 ～20日 ～1月 ～2月 ～3月 ～半年 ～1年 ～2年 

いわゆる「0日ダイエットブログ」で、 
よく見られたフレーズ 
「今度こそ本気です」「目標達成ま
で続けます」「絶対に痩せます」 

78% 22% 

42
% 

ブログの継続期間を、力づくで調べてみた 
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ブログ更新から見たダイエット終了理由 

41%が「腹が減った」を理由としている 

「ブログを止めた理由」も、力づくで調べてみた 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

41%(13件) 

食事 
スト 
レス 

どう 
でも 
よく 

なった 

体調 
不良 

ダイ 
エット 
効果 
なし 

目的 
達成 
過達 

リバ 
ウンド 

生理 妊娠 
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TMSで解析した「ダイエットへの覚悟」の程度 

ネガティブワードとして
は、「方法」「我慢」くら
いしか抽出されない 

目的として明確なのは、
「服が着たい」程度 

覚悟が足りない 

TMSで「全体感」を把握してみた 
「頻度分析におけるグルーピング」 評判分析の評判抽出 
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TMSで解析した「ダイエットの把握」 

「ダイエットは 
『良いもの』」 
という決め付け 

ダイエットの評価
基準が「体重」で
あるという決め付
け 

「良い」もの/「体重」で評価するもの 

「ダイエット」「始める」「思う」を除去してみた 
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    ダイエット初日のブログの単語 

0 5 10 15 20 
ダイエット 

始める 

思う 
体重 
やる 

良い 
いう 
使う 

運動 
頑張る 

始める 
ダイエット 

ダイエット法 
思う 

食べる 
調べる 

１個 
２回 
ある 
いう 

0 5[回] 

「0日」 「1日以上」 

「ダイエット」「頑張る」を連呼している 

[回] 

『単語』で比較してみた 
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    ダイエット初日のブログの文章 

「他力本願」と「自力本願」 

ダイエット+始める 

一緒+頑張る 
ダイエット+決意 

ダイエット+始める 

ダイエット+良い 

体重+減らす 

体重+落とす 

適当+やる 

服+着る 

本気+頑張る 

「0日」 「1日以上」 
0 1 0 1 2[回] 

カロリー+低い 
ダイエット+始める 

場+借りる 

12回 
2[回] 

『文章』で比較してみた 

35 



ことばネットワーク 

「0日」 

「0日」 
「1日以上」 

        「始める」の強さで比較してみた 

「始める」ことを、強く意識している 36 



37 

「ダイエット」数値解析 
 

～ 「ダイエット」のプロとアマチュア～ 



BMI早見表 

                は、命の危険がある・・・とも 

35kg 40kg 45kg 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 

140cm 18 20 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 

145cm 17 19 21 24 26 29 31 33 36 38 40 43 

150cm 16 18 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 

155cm 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 

160cm 14 16 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 

165cm 13 15 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 

170cm 12 14 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 

175cm 11 13 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 

180cm 11 12 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) 

「BMI = 22」 が もっとも健康リスクが小さいとされている 

痩せ
すぎ 

太り
すぎ 38 



女優、女性タレントのBMI 

BMI ～13 13～ 14～ 15～ 16～ 17～ 18～ 19～ 20～ 

人数 0 1 4 13 35 61 23 19 3 

     痩身疾患リスクのある芸能人 49.4% 

芸能人、タレント(170人)のデータ 

芸能人データはネットから比較的簡単に入手可能 

39 



芸能人 v.s 平均20.2歳の一般女性 

一般人が参戦できるフィールドではない 

「河内まき子，持丸正明，岩澤洋，
三谷誠二（2000）：日本人人体寸法
データベース1997-98，通商産業
省工業技術院くらしとJISセンター． 

一般人のデータを集めるのは困難を極めた 

40 



   AkBメンバの体重が手に入らない 

推論結果は概ね同じ 

VMSによる、AKBメンバ体重推論エンジンの作成 
エクセルによる、 
重回帰分析結果 

体重（推測値）（kg） ＝  
0.32 × 身長（cm） ＋  
0.26 × バスト（cm） ＋  
0.48 × ウエスト（cm） ＋ 
0.22 × ヒップ（cm） －  
73.60 

回帰統計 
重相関 R 0.761651 

重決定 R2 0.580112 
補正 R2 0.569871 

標準誤差 2.93398 
観測数 169 

VMSによる、ニューラル
ネットワーク推論結果 

41 



AKBメンバ体重推論結果 

「河内まき子，持丸正明，岩澤洋，
三谷誠二（2000）：日本人人体寸法
データベース1997-98，通商産業
省工業技術院くらしとJISセンター． 

なぜ危険な「痩身リスク」を負う？ 

本気で「かなりヤバイんじゃないの？」と思った 

42 



AKB v.s 二次元美少女アニメキャラ 

アニメの設定って、結構しっかりしている 

        二次元美少女アニメ 
        キャラのデータ(324人分) 

      AKBメンバ(71人)の体重推論結果 

シャレでやってみたんですが・・・ 

43 
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ダイエットアンケート解析 
 

～ 「ダイエット」に隠されている真実～ 



ダイエットアンケート実施要綱 

「メールアンケート」という形式でお願いした 

■期間 2015/05/17～現在 

■内容   電子メールによる、約40問のYes/No/Other 
            のみの質問 

■本アンケートの目的 
            普通のアンケートでは、決して尋ねられること 
            ような質問の答えを、私が知りたかった為 

45 

■方法  江端HPによるアンケート 
           ボランティアの募集 

■対象  制限一切なし 



アンケート内容の概要 

聞きにくい質問ばかりでしょ？ 46 

最初は、何も考えずにアンケートを作った 



アンケートに応じて頂いた方の概要 

34名の方の「心」を「数値化」します 47 

申し込み頂いた34名の方に感謝致します 

～15歳 

～20歳 

～25歳 

～30歳 

～35歳 

～40歳 

～45歳 

～50歳 

～55歳 

～60歳 

4.5% 

4.5% 

4.5% 

11% 

25% 

14% 

11% 

11% 

9.0% 

4.5% 

女性 

男性 

モテたい 

モテたく 
ない 

33% 

67% 

78% 

22% 



表の読み方
を覚えて下

さいね 

条件付き確率という「BAYONETの本領」 

モテたい、モテたくない、ともに男女比率同じ 48 

確率÷確率という概念 

■「モテたい」と考える 
    男女比率は？ 

モテたい 

女性 

モテたい 

男性 

モテたくない 

女性 

モテたくない  

男性 



組合せは、いくつでも作れる 

(楽しいが、)これではキリがない 49 

では、手当たり次第、行きます 
■「一人で生きていける」 
   と考えているのは？ 

男性の方が多い 

■「モテたくなくて、一人 
    でも生きていける」 と 
    考えている人は？ 

78% 



全体感を把握する為には？ 

「ダイエットの目的」と「第三者への振舞」 50 

「アソシエーション分析」と「群間比較」 を薦められた 

■「群間比較」のケース 
    例：「モテたい」奴とは、どういう奴か？  
                                
      (a)「これからダイエットしようと思う or しないと思う」 奴で、 
      (b)「苦痛を伴わないダイエットがあると信じている」奴で、 
      (c)「男」      

■「アソシエーション分析」のケース 
    → 関連のある項目の関連性を引っ張り出すもの 
                                
      (前提)モテることは良いことだ+ダイエットに成功したことは 
              人に話す→(結論)ダイエットをしていることを人に話す 



調査のターゲット 

今回は2ケースに限定 51 

取り敢えずVMSが指示した対象を解析してみる 

[ケースA] 
[ケースB] 



ダイエットの「目的」(1) 

「モテたい」と「美容」に関連が見られない 52 

 「モテたい」の第一歩は「美しさ」なのか？   

モテたくない人は、ダ
イエットは「いつでも開
始できる」と思っている 

モテたい人は、「ダイ
エット中」 



ダイエットの「目的」(2) 

ダイエットは「モテる」ためではない？ 53 

「主観」と「客観」の違いをベイズで推定する 

89% 64% 

健康>美容 美容>健康 

88% 90% 



ダイエットの「目的」(3) 

「モテる」は目的ではなく、淘汰の結果 54 

「『痩身が美しいと認識されてしまう理由』を合理的
に説明する仮説」を募集 

仮説 内容 採否 理由(「痩せる」=優位、という観点から) 

#1 ネット性欲処理システム化論 × 説得力はあるが、優位性は説明していない 

#2 出産リスク幻想論 × 優位性は説明していない 

#3 性淘汰(クジャクの羽根)論 △ 「#10」の偽装戦略の一部として 

#4 「装飾」優位論 △ 「#10」の偽装戦略の一部として 

#5 「アスリート」優位論 △ 「#10」の偽装戦略の一部として 

#6 「肥満」嫌悪論 △ 優位性を間接的に説明している 

#7 「少食」優位論 ○ 説得力がある 

#8 「ダイエット=創作活動」論 × 優位性は説明していない(が、楽しい説) 

#9 「肥満」優位論 × 検証の結果、却下 

#10 「出産適齢年令『偽装』」論 ○ 説得力がある 

江端説 



ダイエットの「仮説」イラスト 

江端<次女>と江端智一の作品 

データ計算に疲れるとイラストに逃避 55 



ダイエットの「目的」(4) 

「モテたい」が登場しない 56 

姪っ子(27歳)に頼んで、投稿サイトに質問 

あなたのダイ
エットの「目的」
を教えて下さい 

病気 
- 自分の趣味(サーフィン) 

- 腰痛、肩凝り 

衣服 

「目的」を訊ねているのに、「方法」を回答する人、多数 

- 写真写りが悪い 

- 体が動かなくなる 

- もう一度ビキニ 

- 鏡に写した全裸姿にショック 

- 市民マラソンに参加したい 

- 同窓会までに△kg痩せたい 外見 

趣味 

- 着れる服がない 

質問 
三大回答 



第三者への振舞い(1) 

自分のダイエットを隠そうとしない 57 

ダイエット失敗の責任を「自分に求める」人の振舞い 

95% 

96% 

9% 

77% 



第三者への振舞い(2) 

ダイエットを「隠す」傾向が強くなる 58 

失敗の責任を「他人に求める」人の振舞い 

55% 

51% 

24% 

60% 

95%→ 

96%→ 

9%→ 

77%→ 



ダイエットに対する男女意識差 

注目する点が(やはり)違っている 59 

江端の個人的な興味で調べてみた 

■女性は、「自分の
ダイエットの失敗」
には厳しい 

■男性→「ウエス
ト」に強い興味 

■女性 
→「バスト」と「ウエ
スト」に強い興味 



時間がなければスキップします 

インターミッション 

60 

皆さんの興味のある「関連」を、 
今、ここで、調べます。 



まとめ(ダイエット編) 

「数値」で検証できた(と思う) 61 

「仮説：ダイエットは失敗する」は検証できたか？ 

(2)私達の心はダイエットを完遂できる程には強くない 
    →大半が「0日」で断念。人間とダイエットとの相性は最悪 

(3)ダイエットのプロが賭けているものは「命」 
    →芸能人たちを追いかけたら、死にます 

(4)やってる本人ですら分からなくなる「ダイエットの目的」 
    →ゴール不在で走り続ける「ダイエット」という不思議な風習 

(1)「ダイエット」市場にダイエットを達成させる意図なし 
    →非科学的、非論理的なくせに、計算高く、私たちを搾取 



まとめ(ツール編) 

もの凄く「使えた」(と思う) 62 

TMS,VMS,BAYONETは「使えた」か？ 

(2)「デフォルト(初期設定)」パラメータでも、なんとかなる     
    →「パラメータのゼロ設定」でも「使える」を実証した 

(4)これらのツールがなければ、執筆や講演の時間なんぞ 
    捻り出せなかった 
    →「解析手法を理解する時間」で「他の事ができる」を実証した 

(1)データさえインポートすれば、なんとかなる 
    →「解析アルゴリズムの知見ゼロ」でも「使える」を実証した 

(3)ツールのほんの一部(数パーセント)しか使えなくても、 
     気にしなければいい     
    →「誰にも迷惑をかける訳ではない」と思えることを実証した 



おい 江端。ちょっと待て 

もし、続編のご要望があればお知らせ下さい 63 

内容に偽りあるじゃねーか？ 

(1)「ダイエットは失敗するもの」を正しく理解する 

(2)「ダイエットの失敗を『妨害する』方法」を考える 

→ 本日、50%程度のお話ができたと思います 

→ こっちのお話は、これからです 



検討項目(予定) 解析イメージ ツール(予定) 

今後の検討事項(予定) 

ネットデータ解析からリアルデータ解析へ 64 

更なる「数理ダイエット論」の強化を図ります 

ダイエットアンケート 
結果解析(続編)  

江端家100日ダイエット
数値データ解析 

伝達関数を使った江端家 
全員の人体モデル化 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuyhbfitMcCFaTdpgodU0EBHQ&url=http://www.eng.mu.edu/demerdashn/facilities.htm&ei=wUPUVavOJqS7mwXTgoXoAQ&psig=AFQjCNFL9wQsV-cumgfLd6Ef9e7uBXTtqQ&ust=1440060691764231
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz4r_rjtMcCFcYfpgod4JkOOg&url=http://dronevisionml.blogspot.com/2015/06/matlab-simulink-lqr-lqg.html&ei=W0XUVfzeEMa_mAXgs7rQAw&psig=AFQjCNGfcJJ9I-dKP3fyEi1V3B8L62ez1g&ust=1440061134299097


あとがき 

ともあれ、 TMS、VMS、BAYONETが 
お勧めできるツールであることは、 

私、江端智一が保証します 

■ NTTデータ数理システム社の皆さんは 
    怒っているかもしれない 
    →「私たちのツールを、なんといういい加減な使い方しやがる!」 

■でも、TMS、VMS、BAYONETは、私には、 
    とても役に立つツール 
    →私の「思い(主観)」を、とても自然に取りこんでくれる 
    →どんなチンケなデータからでも、「何か」を叩き出してくれる 

■他にも優れた機能が山ほどある 
    →正直「多すぎて」、私の生きている間に全部使えるかは疑問 

65 



参考資料 
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■ NTTデータ数理システム社HP 
   http://www.msi.co.jp 
 
■こぼれネット (江端個人Webサイト) 
   http://www.kobore.net 
 
 

http://www.msi.co.jp/
http://www.kobore.net/

