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シャノンの与えた影響と人となりを追悼して
有本 卓（ 立命館大学理工学部）

自分自身が研究者になろうとしたよりどころは，すべて，
シャノンにあった．筆者は 1959 年春京都大学理学部の数
学科を出て，すぐ，沖電気工業 (株) に入り，当時で言う
ところの電子計算機の開発チームに加わった．最初に命じ
られてやった仕事は，パラメトロン計算機の論理回路図面
を首引きし ながら，テスターを使って導通テストし ，実際
の配線をチェックすることであった．そこで勉強したのが
ブ ール代数であり，スイッチング 回路の理論であったが，
そのきっかけはシャノンの修士論文にあることはチームの
チーフから聞かされた．

1960 年の秋，磁気コアメモリを主メモリとして実装し
た計算機をデータショウに出展することが決まった．しか
し，ビット落ちが激しく，折角作った”e”や”π”のデモ用計
算プログラムばかりか，ブートストラップまで走りにくく
シャノンの大論文（ 1948 年）を読み通す力はなく，1962

なった．そこで，誤り訂正符号を使えばど うか、とチーフ
から提案され，符号理論を勉強し始めた．そし て，シャノ

年に東大に移る前頃に，岩波の応用数学講座で喜安善一・

ンのあの 1948 年の大論文に出会ったのである．そこには

室賀三郎著「 情報理論」を勉強した．それでも，確実に理

Hamming 符号が示唆されていたが，学会誌をたど っても

解し得たわけではない．しかし，何よりも符号化する意味

巡回符号までしか出来ていなかった．そこでもっと使い易

を体験し得たことによって，1963 年前後には，通信路符号

いものを見つけたが，これは，実際には，今で言う所の RS

定理の意味の技術的な重要さを何よりも直観し ，意識する

符号（ Reed-Solomon 符号）と同等のものであった．その

ようになった．当時，小生の恩師であった南雲仁一先生は

とき，システマティックな復号化アルゴ リズムを見つけ出

新進気鋭の数学者達と 1948 年の論文を輪読されていたが，

したので，1960 年夏には前述のプログラムを記憶すると

誰もがきっちりと理解できないようだと言われていた．つ

きに符号化し ，テストしてみた所，上々の出来であった． まり，数学的な部分よりも，この論文のもつコンセプトの
この復号化アルゴ リズムは IEEE Trans. on IT の 1960 年

技術的な重要さの意味が数学者にはつかみきれなかったよ

12 月号に発表された Peterson のアルゴ リズムとほとんど

うである．
シャ ノンのあまり知られていない側面に，種々の仕掛

同じであった．
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（ gadget ）を自宅の工房で造っていたことに見られる知的

Shannon Collected Papers”(IEEE Press, 1993) にある)．

好奇心がある．上に挙げた「 応用数学講座」にはさみ込

1986 か 87 年に行われた Michigan の ISIT でもシャノンは

まれた月報で故南雲仁一博士がシャノンの今で言う所の

出席し，フォード 博物館の見学会には家族と同道していた

迷路探索する マイクロマウス を紹介されていた．それ

が，そこには遠い親戚に当る発明王エジソンの作った仕掛

も 1961 年前後であったろう．筆者は 1962 年に東大に移

けがいくつかあった．恐らく，本当はもっともっと多方面

り，主とし て，制御理論で論文を発表し ，1968 年には 大

にわたって知的興味をもっていたに違いない．

阪大学基礎工学部に移ったが，そこでは機械工学科に所属

上述の”Collected Papers”に は ，1983 年に Sceintiﬁc

した．勿論，機械力学や機械制御の分野でも論文を出しな

American の記者に会ったときの話しが出ている．その中

がら，しかし，夜は一所懸命，情報理論のことを考えてい

に，シャノンの予測があるので再掲し ておこう．”What

た．1973 年にはその機械工学科の教授になってし まった

can we expect in the future? Three advances in the ar-

が，その時，あまり迷わずロボティクスの研究を始めたの

tiﬁcial intelligence area would be most welcome. (1) An

は，シャノンがチェスプレ イするロボットを実際に作って

optical sensor-computer combination capable of learning

いたことを知っていたからである．

to recognize objects, people, etc., as our eyes and oc1970 年代，情報理論関係の論文が少しは認められた頃， cipital cortex do. (2) A manipulator-computer combinaYale 大学の T. Berger 教授や現 Illinoise 大学の R. Blahut tion capable of the purposeful operations of the human
教授を日本学術振興会の援助で招待した．そして，色々と

hand. (3) A computer program capable of at least some

シャノンの人となりや事情を聞いた．シャノンは弟子達と

of the concept formation and generalizing abilities of hu-

共著の 1967 年の論文を最後に，学術論文は発表してはい

man brain.”

ないので，消息を知りたかったからである．Blahut 博士

筆者は，今はむしろシャノンがホビーとし ていたロボッ

からは ，
「 情報理論を専攻する学生が旅の途中で出会った

トの専門家になって，上述の予測の (２) を研究している．

シャノンと名乗る学生に誘われるままに泊まったとき，ピ

今やっと，人間の手指の器用さと知能の関係がニュートン

アノを弾く老人を垣間見た．気になって彼に尋ねた所，そ

力学によって紐解ける所まで来た．(３) は，実は，情報理

の人が自分のあこがれのシャノン博士だった」というエピ

論とロボティクスの接点上にある．ご く最近，ベイジアン

ソード を聞いた．

ネット 上の”belief propagation”とターボ 符号の復号化ア

小生にとっても憧憬の人には 1985 年 11 月の第１回の

ルゴ リズムが同じものであることが見出された．前者はも

京都賞で会うことが出来た．受章式の翌日，受章を祝って
ワークショップが開かれた．その企画は小生が担当したが，
途中で横槍が入り，京都大学の有名な先生に変更になり，

しかして，対話を始めるモデルになり得て，エンターテイ
メントロボットの基本ツールになるかもしれないし ，後者
は，勿論，シャノンの通信路復号化定理を体現する基本手

情報理論の最前線の研究者がはずされるという顛末もあっ

段となりつつある．考えてみれば，シャノンの通信路容量

た．当時の情報科学の研究者でさえ，シャノン流の情報理

は今やっと技術目標となってデ ィジタル通信という現実の

論が IT 時代の精神的支柱であることを理解し 得ていた人

世界に機能し 始めたのかもしれない．

は少なかったのである．ともかく 1985 年ではシャノンは
第一線からしりぞいており，シャノンの講演は持参（ 門外

シャ ノンの業績はともかく 20 世紀末迄にはほぼ 認めら

不出と言っていたが ）した８ mm フィルムの上映が中心で

れたし ，IT 革命という社会的な影響を与えることができ

あった．その中に，あのチェスプレイする３本指をもった

た．そし て，この 21 世紀の初頭になって，シャ ノンが亡

ロボットがあったのである．

くなった今，これからの情報通信と情報科学にはどんな新
しい展開があり得るか，じっくりと考えてみたいと思う．

シャノンは非常に ”shy”な性格であったので，寡黙でも
あり，日常の会話もあまり進まないが，また，学術論文以

筆者には無理であるが，そし て，若い人々にはチャンスが

外には，余計な雑文を沢山は書いていない．しかし ，1950

あるかもしれないが，シャノンを乗り越え，時代を越える

年代には情報理論以外にも，AI に関連したいくつかのノー

発見を 21 世紀のこれからの 10 年間に誰かがやり遂げ得る

トを残している（それらは，Sloane と Wyner による”C.E.

のだろうか．
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博士を悼む
飛田 武幸（ 名古屋大学名誉教授）

この頃、ソビエトでは、Kolmogorov をはじめ多くの数
学者達がエントロピーを用いた確率論や解析学の研究を進
めていて我々も大いに啓蒙されロシア語の辞書と首っ引き
で文献を読みあさったものでした。日本の研究者達もこの
新しい学問に対して自己啓発をし ようとの意味もあって、
若手の集まり確率論セミナーが「確率論の手引き」第４巻

(内部出版物ですが ）として情報理論を上梓しました（ 1963
年）
。Shannon から説き起こし たことは言うまでもありま
せん。この企画には小野山卓爾氏を中心に何人かが協力し
ましたが 、私もその中の一人でありました。力学系の研究
にエントロピ ーを活用して確率論の話題にできそうだと、

C.E.Shannon 博士の訃報を聞いたのは今年２月も押し

十時東生氏をオーガ ナイザーにし てグループで勉強会を

迫った頃でありました。彼は「 情報通信理論の父」と呼ば

もったのも自然な流れでした。

れ情報理論の創始と発展とにおける偉大な貢献でよく知ら

その後の私の研究生活の中で、若い時代のこのような経

れています。計算理論など 、広く情報科学、情報工学、数

験は陰に陽に、大きな影響を与え続けてきたことに気づき

理科学など の分野に亘った科学上の業績は２０世紀におけ
る学問の進歩の中で特筆されることは間違いないでしょう。

ます。単なる数学的内容というのではなくて、理論の背景
にあるアイデアの卓越さ、最適化の手法、理論の育て上げ

振り返って、私事を申し上げて恐縮ですが 、私が Shan-

non の仕事を初めて知ったのは確か 1953 年（昭和２８年）

方など 、どれもたいそう魅力的に映りまし た。

のことであったと思います。大学を卒業したばかりの頃で

Shannon 自身のことにもど りますが 、彼は 1937 年に書

し たが 、京都大学でのシンポジュームで国沢清典先生が

いた修士論文（ MIT ）で、それまで十進法で設計されてい

Shannon の情報理論の話をされました。技術の世界から新

た計算機回路を二進法に変えるという革命的な提案をした

しい数学が生まれてくるのを目の当たりにして、大変感銘

と聞きます。直接読んでみる機会を得ませんが 、その卓越

を受けました。その後ゆっくり勉強したくなり Shannon-

した発想には感心するばかりです。その後、彼はずっと計

Weaver の本 ”The Mathematical Theory of Communica-

算と情報一筋に生きてきた科学者といえましょう。

tion” を入手することができました。感激したことは 、エ

これは 、後になって気づいたことですが 、驚くことに

ントロピーという情報量が 、いくらかの妥当な要請のもと

Shannon は情報理論より先に（ 1941 年 ）、計算の理論に

に一意的に定まるということでし た。エントロピーという

ついてたいへん興味深い論文を発表していることです。ア

言葉自体は物理では、よく知られた概念でし たが 、いわゆ

ナログ 計算です。嬉しいことに 、その論文では、加法、積

る Shannon のエントロピーが通信の数学的理論の基礎と

分、ギアボックス等など 使用可能な機械の種類を決めてお

なる量として登場したことは大変な驚きでした。

いて、どんな計算ができるかということから理論を展開し

京都大学に勤務中の 1962 年のことでしたが 、若い二人

ていることです。具体的な課題から、数理を創造していく

の友人と Shannon-Weaver の本を一夏かかって読破した

過程には惹かれるものがあります。いま量子計算に人々の

ことは懐かし い思い出というよりは 、私の情報理論への目

関心が集まっているとき、そのアナログ的なもの、すなわ

覚めの時期というべきでしよう。エントロピーから初めて

ち連続量の計算に関する彼のアイデ イアを何とか新しい形

チャンネルのこと、情報伝達の話、どれも実学から起こっ

でもっと活かしたいものです。 一方、Shannon によって

た新しい数学とし て大変興味深いもので 、フォローし 難い

確固たるものとなったエントロピーの概念や計算の手法も

個所は自分たちで定式化し 直したりして、楽しい勉強会で

量子情報理論のなかで、新しい処を得て、主役を演じよう

した。遂に付録まで行って、関数空間の次元まで提案して

としてます。

いるところには感激し ました。これは周知のように、関数

まさに Shannon は情報理論を誕生させ、育て、そして

解析学において発展していたした内容であります。私は両

未来への発展の夢を与えてくれた偉大な科学者であり、過

者との関係は詳らかにし ていませんが。

去と現在と未来に大きな存在感を与え続けているリーダー
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であると言うことができます。その業績は科学・技術の歴

に尽きるものがあったのではないでしょうか。

史の中で、いつまでもその輝きを失うことはないでしょう。

偉人 Shannon の逝去にあたり New York Times はすぐ

彼が受けた数々の栄誉では 、とてもその業績の顕彰に足

に長い追悼文を載せましたが 、伝記の抄約とでもいうとこ

るものとは思えませんが 、受賞のいくつかを思い出し て

ろでしょうか。Science と Nature は、ど ちらも４月になっ

みましょう。

1966 年には IEEE Medal of Honor; 1972

て、比較的長文の追悼の言葉を述べていますが 、その中に

年に Harvey Prize; 1985 年に第一回の京都賞を受賞など

最大の賛辞を盛り込んでいました。たとえば 、発明者、数

など 枚挙に遑がありません 。しかし 、それらにも増して 、 学者でデジタル革命のリーダー、のように。悲しいことに、

IT, vol.44 (1998) では , 表紙を彼の写真で飾り

今や幽冥境を異にしてし まいまし たが 、Shannon は情報

”Fifty years of Shannon Theory” とし て 22 ページにわ

科学とともに、そして私の中でも永久に生き続けることで

たる 特集をしています。Shannon にとっては研究者冥利

ありましょう。

IEEE,

シャノン博士と符号理論・暗号理論
今井 秀樹，井坂 元彦 （ 東京大学）

路に対する符号化 [4]，さらにこれに通信路に依存する写
像を施した一般の離散的無記憶通信路に対する符号化手法

[5]，及び外符号に代数幾何符号を用いることで誤り指数を
大きく改善した符号 [6] など の結果が知られている．
一方で，信号対雑音比の高い領域での通信路容量に対し
ては，ユークリッド 空間における符号の構成が不可欠とな
る．特に格子を基に符号を構成することでガウス性通信路
における通信路容量を与えることができ [7][8] ，ランダム
符号化と対比的である．しかしながら，高次元における稠
密格子の構成は長年の難問であり，かつ最小距離復号のた
符号理論の洗礼を過去に受けた研究者がシャノン博士を

めのトレリス複雑度が符号化利得に対して指数的に増大す

語る上では，それぞれの専門や時代を背景とし た多様な視

ることも明らかになっている [9]．一方，2 元の信号点分割

点が存在しえると思われる．それは研究体系の拡散と深化

に基づくマルチレベル 符号化 [10] において適切な 2 元符

の証でもあろう．小文では，その源流たる「 A Mathemat-

号を設計することで，比較的低複雑度の多段復号法 [10] に

ical Theory of Communication 」[1] でのシャ ノン博士に

よって符号化利得に関して最適性が失われないことが示さ

よる符号理論に対する最も重要な問題提起として，通信路

れており [11,12] ，純粋な意味でのランダ ム符号化よりも

符号化定理を満足する具体的な符号の構成に主眼を置き， 具体的な符号の構成法となっている．ガウス性通信路の通
研究成果を概観することにし よう．

信路容量を与えるにはさらにシェーピング利得を得る必要
があるが，伝送速度が高い場合には概ね符号化と分離して

漸近的によい符号の多くは，連接符号 [2] を基にして与

利得を得ることができる．

えられているが，そこでは内符号をランダム符号化及び最

近年には，グラフ上にて符号を表現した上で，反復的に

尤復号，外符号に対して一般化最小距離復号を行う場合の

符号化定理が示されている．特にジュステセン符号 [3] は， 復号を行う手法が盛んに研究されている．トレリスによる
状態実現と比して，グラフ中にサイクルを許容することで

連接符号で内符号を複数用いることで，符号化及び復号に

要する計算量が符号長に対して多項式的にしか増大せず， 状態空間のサイズを大幅に削減できることから，線形時間
また最小距離と符号長の比が 0 に漸近し ない性質を有す

で実行できる確率的な反復復号を視野に入れたランダ ム

る符号として初めて示されたものである．これをさらに一

的な符号の見通しよい構成が可能となっている．この種の

般化することで，通信路容量に任意に近い伝送速度におい

方法論はある意味で情報理論の本質を突いたものといえる

て誤り率が符号長に対し，指数的に減少する連接符号を具

が，これらに即した符号化定理も検討されている．最近に

体的に構成することができ，可変内符号を用いた対称通信

なり再認識されている低密度パリティ検査（ LDPC ）符号
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[13] では，検査行列中の各行各列の非零要素数により符号

年以上も前に遡る．この意味では，暗号理論におけるシャ

のアンサンブルが定義されるが，これと符号長の比が漸近

ノン博士の重みは，シャノン博士が創始し情報理論におけ

的に 0 となるような低密度符号のアンサンブルの中に，最

るそれとは異なる．しかし ，シャノン博士が暗号理論に与

適な復号を行うことで通信路容量に任意に近い伝送速度を

えた影響は小さくないし ，情報理論と暗号理論の関わり

与えるものが存在することが示されている．しかし，反復

も深い．国際暗号研究学会（ International Association for

復号に適したアンサンブルでは一般にこれは成立しない． Cryptologic Research ）でも，シャノン博士は暗号理論の
符号化定理の導出を目的として考案された連接符号である

one of the fathers とし ている．

RA（ Repeat-Accumulate ）符号 [14] は，内符号として符

シャ ノン博士の暗号に関する最も重要な論文は，1949

号化率 1/q の繰り返し 符号を用い，得られた N 個の符号

年にやはり Bell System Technical Journal に掲載された
語をインタリーバによって置換した上で，符号化率 1 の再 「 Communication Theory of Secrecy Systems」[20] であ
帰的符号化を行って長さ qN の符号語を得るものである． る．これは 1945 年 9 月に「 A Mathematical Theory of

この簡素な符号も符号化率を十分に小さくした場合には最

Cryptography 」というタイトルでシャ ノン博士が書いた

尤復号の下で，ガウス性通信路の通信路容量に漸近するこ

機密レポートを元にした論文である．このタイトルが「 A

とが示されている [15] ．一方，線形時間で行われる反復復

Mathematical Theory of Communication 」と対をなすの

号に対しては，2 元消失通信路（ BEC ）に対して通信路容

は，当時のシャノン博士の気持ちに思いを馳せる上で興味

量に任意に近い伝送速度を可能とする符号が与えられてい

深いことといえよう．

る [16,17] ．ここでは ，LDPC 符号において非正規グラフ

シャノン博士はこの論文の中で，情報理論を暗号に応用

を用い，各ノード の次数を適切に設計することで符号のア

し，暗号システムの情報理論的モデルを確立した．それま

ンサンブルを得ている．また先に述べた RA 符号の内符

でも，暗号解析において平文や暗号文の確率の偏りに関す

号を，複数の符号化率の異なる繰り返し 符号とインタリー

る研究は重要な役割を担って来たのであるが，シャノン博士

バ及びその出力の検査和とすることで 非正規化し た IRA

はこれを見事に理論化したと言えるだろう．これは，現在

（ Irregular Repeat-Accumulate ）符号でも，BEC において

の共通鍵暗号の設計にも大きな影響を与えている．シャノ

同様の特性を与える系列が設計されている [18] ．これらの

ン博士は，確率の偏りを減らし解読の困難な暗号を設計す

符号は，ある種のランダム符号化とも捉えられるが，イン

るために，暗号の構造とし て，今日 SPN 型（ substitution

タリーバやノード の結合により符号のアンサンブルが与

と permutation を繰り返す構造）と呼ばれる構造を示唆し

えられる点において，より構成的といえよう．近年のグラ

ている．昨年，米国連邦政府標準暗号 AES（ Advanced En-

フ上における確率的な復号法の隆盛により，ガウス性通信

cryption Standard ）に選ばれた Rijndael という暗号 [21]

路においてターボ符号や LDPC 符号など の所謂”capacity-

は，正にこの構造を持つ暗号であった．シャノン博士の暗

approaching codes”は多く認識されているが，その特性限

号理論は，シャノン博士の情報理論と同様，現在も重要な

界を示す閾値から ”capacity-achieving”ではないことが 知

意義を持っているのである．

られており，BEC 以外に対する同種の成果は二元対称通

もう一つの重要な成果は，暗号の安全性を情報量的な立

信路（ BSC ）に対する最近の結果である文献 [19] 以外には

場から見事に説明し ，情報量的安全性という概念を明確

殆ど 見当たらないようである．

にしたことである．真のランダム系列からなる暗号化鍵を

以上のように，通信路容量に漸近する符号の具体的構成

使い捨てにするバーナム暗号が，いかに盗聴されても情報

法に関する成果は，数多ある符号理論の成果の中でもそれ

の漏洩が全くないという意味で，情報量的に完全な安全性

ほど 多く存在するわけではない．この状況では，シャノン （ perfect secrecy）を持つことを明確に示したのもシャノン
博士の問題提起に符号理論が十分な解を提示したとは未だ
博士である [20,22] ．
言い難いようにも思われる．
「 符号理論は死んだ 」と嘆く

この情報量的安全性を持つ暗号は，一般に膨大な記憶量

声はど の時代にも絶えることはないが，その度にシャノン

を要するため，特別な場合を除き実用には向かないと考え

博士の業績に立ち返り，そこから新たな発展が生まれてき

られてきた．このため，計算量的に安全な暗号が現代の暗

た．シャノン博士の論文にはまだまだ含蓄が多い．それを

号理論の中心となっている．これは，原理的に解読可能で

踏まえることで，今後も符号理論が発展し続けることを筆

あるが，膨大な計算を要するため，実際上解読できないと

者らは望んでいる．

考えられている暗号である．したがって，非常に能力の高

次にシャノン博士と暗号理論の関わりについて述べよ

い計算機が出現すれば，これらの暗号は破れてし まう．前

う．暗号の歴史は古く，暗号の理論的研究の歴史も，1000

述の AES など 共通鍵暗号もそうであるが，1980 年代から，
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暗号理論の主役となっている公開鍵暗号も計算量的な安全

good algebraic codes, IEEE Trans. Info. Theory,

性に依存している．事実，公開鍵暗号とし て現在最もよく

vol. 18, pp. 652 - 656, Sep. 1972.

用いられている鍵長 1024 ビットの RSA 暗号は十数年後

[4] P. Delsarte and P. Piret,”Algebraic constructions of

には解読される可能性が高い．電子署名法の施行や電子政

Shannon codes for regular channels,” IEEE Trans.

府の進展等により，長期保存が必要な電子署名等にも公開

Inform. Theory, vol.28, no.4, pp.593-599, July 1982.

鍵暗号が用いられるようになることから，長期の安全性が

[5] M. Steiner,”Constructive codes for arbitrary discrete

保証されないことは大きな問題となっている．

memoryless channels,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol.40, no.3, pp.929-934, May 1994.

このため，最近になって情報量的に安全な暗号が見直さ
れるようになってきた．近年のメモリの大容量化も，情報

[6] T. Uyematsu and E. Okamoto,”A construction of

量的に安全な暗号を現実性のあるものとしてきている．筆

codes with exponential error bounds on arbitrary

者らは昨年，情報量的に安全な電子署名方式の構成にはじ

discrete memoryless channel,” IEEE Trans. Inform.

めて成功した [23] ．今後，長期保存が必要な電子署名方式

Theory, vol. 43, no.3, May 1997.
[7] R. de Buda,”Some optimal codes have structure,”

として，筆者らの方式が利用されるようになると期待して
いる．守秘のための暗号ではなく，電子署名であるから，

IEEE J. Sel. Areas in Commun., vol.7, no.6, pp.893-

シャノン博士の情報量的な安全性の概念がそのまま適用で

899, Aug. 1989.

きるわけではないが，この電子署名方式の基礎となったの

[8] R. Urbanke and B. Rimoldi,” Lattice codes can

も，シャノン博士の情報量に対する考え方であったことは

achieve capacity on the AWGN channel,” IEEE

間違いない．

Trans. Inform. Theory, vol.44, no.1, pp.273-278,
Jan. 1998.”

シャノン博士の暗号理論への貢献はこれだけに留まらな
い．博士の情報理論が多端子情報理論に一般化されていく

[9] V. Tarokh and I. Blake,”Trellis complexity versus

中で，情報理論的暗号理論も生まれてきた．これは，それ

the coding gain of lattices,” IEEE Trans. Inform.

ぞれの経路で生じ る雑音により正規の受信者と攻撃者の

Theory, vol.42, no.6, pp.1976-1816, Nov. 1996.

受ける情報に差異があることを利用して，情報量的に安全

[10] H. Imai and S. Hirakawa,”A new multilevel coding

な暗号を実現しようというものである．その中から，最近

method using error-correcting codes,” IEEE Trans.

ハーバード 大学の M.O. Rabin のグループにより，攻撃者

Inform. Theory., vol. 23, pp. 371 - 377, May 1977.

のメモリが制限されているとの仮定のもとで，情報量的に

[11] U. Wachsmann, R. Fischer and J.B. Huber,” Multi-

安全で，しかも比較的簡単に構成できる暗号方式が提案さ

level codes: theoretical concepts and practical design

れ [24] ，ニューヨークタイムズの記事になるなど ，大きな

rules,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 43, no.2,

話題となった．この方式はその仮定に疑問が呈されている

pp. 1361 -1391, July 1999.
[12] G.D.

ものの，一つの新しい方向とし て注目される．
このように，シャ ノン博士にゆかりのある暗号理論は，

Forney,Jr.,

M.D.

Trott

and

S.-Y.

Chung,”Sphere-bound-achieving coset codes and

今日その重要性を次第に高めつつある．シャノン博士の洞

multilevel coset codes,” IEEE Trans. Inform. The-

察力は暗号においてもまた，他の追随を許さないもので

ory, vol. 46, no.3, pp.820-850, May 2000.
[13] R.G. Gallager,”Low-density parity-check codes,”

あったと言えよう．

IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 8, pp. 21 - 28,

ここに，シャノン博士の偉業に改めて深甚な敬意を表す

January 1962.

るとともに，謹んで哀悼の意を表するものである．

[14] D. Divsalar, H. Jin, R.J. McEliece,”Coding theorems
for ’turbo-like’ codes,” in Proc. of 36th Allerton
Conf., Monticello, IL, pp.201-210, Sept. 1998.
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シャノン理論が経て来た道
韓 太舜、小林 欣吾（ 電気通信大学）

シャノン理論の創始

概念が符号化（ encoding ）と復号化（ decoding ）という二
つの基本操作を媒介にして、初めてその実体的内容を獲得

シャノン博士が今年 2 月 84 歳をもってご 逝去された。

するということを明らかにした点である。また、
「 通信路

筆者達には 、シャノン博士のこのご 逝去は 、
「シャノン理

符号化」の立場からの貢献は 、雑音など 物理的な影響を被

論」が 1948 年に誕生し 、それが半世紀をかけて幾多の盛

る伝送路を用いた、あまりに多様な＜通信＞の形態を、条

衰をくぐり抜け現今の情報通信社会を根底で支える中核的

件付き確率で定義された 通信路 という単純な数学モデ

理論体系とし て見事に成長をとげ るまでの「学問的歴史の

ルに置き換え、それには「 通信路容量」という固有の量的

区切り」とだぶって見える。そこで、この「 学問的歴史の

な情報概念が附随していることを示し 、この概念が符号化
区切り」をご く簡単に振り返えることによって、シャノン （ encoding ）と復号化（ decoding ）という二つの基本操作
博士のご 逝去に対する追悼の意とし たい。
を媒介にし て通信路の伝送性能という実体的内容を獲得す
るということを明らかにした点である。

シャノン博士がベル研究所で仲間である通信技術者たち
の仕事を注意深く観察する中で、
「 通信」の本質を「情報

以上のことが情報と通信の核心をとらえた、正に革命的

源」、
「通信路」というモデルに凝縮し 、そこに工学的営為

な認識であったことは、その後のシャノン理論の展開を振

としての「符号化」、
「復号化」が組み込まれていることを

り返ってみても歴然とし ている。シャノン博士の創始にな

認識したことがシャノン理論の学問としての出発点であっ

るシャノン理論がその当時の人々にいかに大きな衝撃を与

たろう。

えたかは 、Slepian による「シャノン理論はあらゆる分野

「 情報源符号化」の立場からのシャ ノン博士の貢献は 、 で爆風と共に炸裂した爆弾であった」という文章から端的
我々が日常曖昧に用いている＜情報＞という単語から様々

にうかがい知ることができるであろう。このような熱狂的

な意味の一切を捨て去り、 情報源 という数学的モデル

雰囲気の中で 、シャノン博士が最初の論文を発表した２年

に情報を生み出す本質を表現する機構を代表させ 、それ

後の 1950 年には既に 、シャノン理論に関する最初の国際

には「 情報量」
（ エントロピ ー : entropy ）という固有の

会議 London Symposium on Information Theory が開

量的な情報概念が附随していることを示し 、この普遍的な

かれている。そこで発表された論文は、電子工学、計算機
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科学、統計学、数学、物理学、哲学、言語学、音韻学、経済

化（すなわち、情報源の統計的性質を前提としない符号化）

学、政策学、心理学、神経精神医学、神経生理学、解剖学、 の研究が本格化し 始め、1980 年代に入ってユニバーサル
人類学、動物福祉学、意味論、組織論、など の広範囲の分

符号（ universal code ）として結実する。

野にわたっていた。ここには 、今から考えてみると 、
「情

一方、電子通信学会から情報理論の研究部会が一時消滅

報理論」とはおよそ無縁と思われる多数の分野が網羅され

した日本では、関西地区を中心に情報理論の研究再興を期

ている。当時の人々の「 熱狂」はそれほど すさまじかった

して有志が結集し 、1978 年 11 月神戸六甲荘において第１

のである。

回情報理論とその応用研究会のシンポジウムが開催され
た。この時点ですでに 欧米に 15 年ほど は遅れていた勘定
になろう。1985 年シャ ノン博士には 、制御理論で有名な

シャノン理論の思想と苦難

カルマン博士とともに第１回の京都賞が授与され 、京都国

シャノン博士自身は 、上述のような「 符号化と復号化」 際会館において講演が行なわれた。彼自身が産み落とした
という基本的枠組を準備した上で 、通信路に対する符号化 シャノン理論の研究からはすでに遠ざかって、ジャグリン
と情報源に対する符号化に関する二つの基本定理を提示し

グロボット、マイクロマウス、チェスプレーロボットなど

たが 、その根底には 、個々の出現系列（例えば 、長さ n の

人工知能機械などに悠々と時間を注ぎ込んでいる好々爺で

二進列）が情報を担うのではなく、出現系列全体の集合の

あった。シャノン博士自身の述懐にあるように「 金になる

統計的性質（ statistics of ensemble ）が情報を担うという

とか、世界のためになるとかは考えなかった。自分の興味

思想があった。シャノン理論はこのような思想に基づいて

を追い求めただけだ 。役に立たないことに随分時間を使っ

初めて成立し 得たものではあったが 、この点こそがその後

た」という心情は本当のところであろう。その後、我々の

ホットで過激な論争にさらされ続けてきた理論体系の核心

この研究会は 1986 年には学会とし ての活動を拡大し 、今

部分なのである。情報は統計的性質によって規定されると

日に至っている。初期の頃、シンポジウムでは夜のワーク

いうこの考え方は、理論の論理的体系を豊かにし深化させ

ショップでしばしば 、情報理論は役に立つのか 、立たない

る一方、その反面ではそれが取り扱える対象を狭める制約

のかという議論が遅くまで戦わされた。最近このような議

にもなったからである。例えば 、計算機が生み出す個々の

論がなされない、あるいはなされる必要もないのは 、役に

データ系列の背後に何らかの統計的構造を想定することは

立っていることの言い訳をする必要がないくらいに 、理論

容易ではないであろう。それらはむしろ非確率的なデ ータ

的結果が実践に結びついていることを誰でも知っているか

系列とし て個々に存在しているとみるべきものだからであ

らである。

る。ところが、シャノン博士の符号化法は対象となる情報

しかし 、一方でシャノン理論の体系の中には未解決の基

源や通信路が統計的性質をもち、しかもそれが既知である

本問題がいくつも残されていることを認識すべきであろ

という前提のもとで初めて成立していた。それでは 、シャ

う。これらは問題を誰にでも分かるかたちで述べることは

ノン理論は通信システムや計算機科学の目標に対して何の

さほど 困難ではないが 、ワイルズの解決したフェルマーの

貢献もなし 得ないのではなかろうか、というような深刻な

最終定理ほどではないにしてもすでに何十年も我々の前に

疑問が提起されたのである。

立ちはだかっている。これらを解決したからといってなん

その上、
「熱狂」からさめ夢破れたが故の心理的「反動」 の役に立つかなど という野暮なことはやめにし よう。こう
いう未解決問題をもち、それらを解いてみたいという知的
も大きかったのであろう、
「シャノン理論は結局のところ
大数の法則に過ぎないではないか 」とか「シャノン理論は

好奇心を呼び起こすことにこそシャノン理論の健全さがあ

美しいけれど も、何の役にも立たない

dead ﬁeld であ

るのだ 。
「いま教えていただいた数学はどんなところに使

る」とまでいわれたのである。かくして、1950 年代に爆

えるのですか」と問うたユークリッド の生徒は放校となっ

発的なブームに乗って一挙に完成に向かうかにみえたシャ

たが 、我々はそこまで極端になれないまでも自分が面白い

ノン理論も、日本では 1960 年代に入って急速に停滞期に

と感じたことにもっと従順であるべきではなかろうか。そ

入る。

れにしても、実利だけに価値しか見出せない輩から公開、

しかし 欧米では、この時期にシャノン理論の諸概念に対

外部評価などと過剰な説明責任を負わされてくる時代をい

する地道で徹底した反省と研究が蓄積され 、1970 年代に

かに生きるかをシャノン博士の死は問いかけているのかも

入ると、衛星通信時代を先取りした多端子情報理論の参入

しれない。

など もあって、第２期の隆盛期を迎えていた。このころに

いまでこそ、論文はほとんど ワープロで書かれ 、PDF

なってようやく、統計的性質が未知の情報源に対する符号

ファイルなどで美しい印刷物としてまとめられるが、1978
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年神戸の原稿はすべて著者の癖字が反映された手書きで

分野からの刺激あるいは研究者の参入によって達成された

あった。それから 10 年後神戸で開催された 1988 年 IEEE

という事実や、また逆に 、これらの成果が隣接諸分野に大

International Symposium on Information Theory までの

きなインパクトを与えているという事実がもつ意味は重大

10 年間はこの学会メンバーの誰し も等し くハングリーで

である。

あった。それから 13 年経つうちに情報化は急激に進展し 、
出版形態は著しく変貌した。情報理論研究者でもなにがし

最後に

かのおこぼれに与れ 、それとともに知に対するハングリー
精神は欠如して、金に勘定できる部分へと興味を移して来

しかし 、我々が決して忘れてならないのは 、IT 革命な

ているのではないだろうか。そして、このような学問に対

どという幻影に惑わされて、現今の情報化社会が直面して

するある種の情熱を欠いた精神構造のまま 21 世紀に入り、 いる諸問題をシャノン理論がすべて解決してくれるという
日本で第２回目の IEEE ISIT 2003 Yokohama が控えてい

妄想や狂想的な雰囲気の中に訳が分からないまま巻き込ま

る。IT 革命と浮かれていると IT 不況となったが（ここで

れてし まってはならないという事である。この点に関して

用いられている IT が Information Theory でなくて幸い

は 、1956 年の段階ですでに、シャノン博士自身が 、文学

であった ）、これを弛んだ気持ちをハングリーに切り替え

青年達までが文学に情報理論を適用したとする論文など を

るいいチャンスととらえ、螺子を巻きなおす必要がありそ

いくつも発表するなど という風潮を嘆いて、これらを “楽

うだ。

隊車効果 (Bandwagon eﬀect)” とよんで次のように警告し
ている。

· · · We should now turn our attention to the business of

隣接諸分野との交流

research and development at the highest scientiﬁc plane

1980 年代から 1990 年代にかけてのシャ ノン理論の顕

we can maintain. Research rather than exposition is the

著な特徴は、理論体系それ自身としての発展もさることな

keynote, and our critical thresholds should be raised. Au-

がら、隣接する他分野、例えば 、計算機科学、統計学、あ

thors should submit only their best eﬀorts, and these only

るいは 、通信技術、画像処理、システム理論、パターン認

after careful criticism by themselves and their colleagues.

識、データ解析など の諸分野との密接な関連にあるといっ

· · · Only by maintaining a thoroughly scientiﬁc attitude

てよいであろう。特に、シャノン理論における成果の中で

can we achieve real progress in communication theory

もとりわけ画期的なものとされている成果が 、それらの諸

and consolidate our present position.

SITA ニューズレター・ホームページＵＲＬの変更について
SITA ニュー ズ レ タ ー 37 号 か ら ，閲 覧 用 ホ ー ム ペ ー ジ の URL が
http://www.ogawa.nuee.nagoya-u.ac.jp/˜yamazato/sitanl/ に変更となり まし
た．ここでは，最新号および ，22 号〜35 号のバックナンバーを掲載し ており
ます．以前の閲覧用ホームページの URL http://sita-nl.ics.nitech.ac.jp/ から変
更になりましたので御注意下さい．

編集後記

本年 2 月 24 日に Claude Elwood Shannon 博士がご 逝

ニューズレターでは，引き続き，技術特集号の発行を予定

去されました．博士の偉大なご 功績を讃え，SITA ニュー

しています．興味深い特集企画等がございましたら，編集

ズレ ター特集号を企画するよう会員の皆様から，強いご

担当までご 連絡をお願い致し ます．

要望が寄せられました．ここに，シャノン博士追悼特集号
を発行でき，ご 協力頂いた皆様方に感謝致し ます．SITA

(岡)
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