
ⓒ電子情報通信学会2019

エレクトロニクス・情報通信技術は 1990 年代に出現したWWW（ワールド・ワイド・ウェ
ブ），携帯電話の技術のように，一般消費者のニーズに応える形で飛躍的に発展しています．
パソコンの性能向上，有線・無線を含めたネットワークの通信速度の向上だけにとどまらず，
「手の平」サイズのスマートフォン，腕時計型端末等，小形でありながら高性能な通信・計
算能力を有する機器が続々と登場しています．また，ソフトウェア技術も飛躍的に進化し，
検索，翻訳，動画像閲覧，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS），オンラインショッ
ピングや各種サービス，航空券・鉄道・ホテルなどの予約，ルート検索，仮想マシンの利
用などがネットワーク経由で簡単に行えるようになりました．高度に進化した技術が生活
に浸透し，簡単に利用できるようになったのは良いことですが，大学の工学部，あるいは
高専等に入学した学生が高度な技術を学ぶときに障壁が高過ぎて，道筋が見えず，興味の
低下につながってしまうこともあろうかと思います．
そこで，本小特集では大学工学部の学部生や高専生（主に電気・電子・情報・通信分野）

を対象として，1，2年の教養・基礎科目で習う数学の基礎知識がどのように社会で生かさ
れているかについて，実社会で活躍されている方々に基礎理論が業務で使われている例を
解説して頂きます．逆に言えば，実際に社会で使われている技術は，しっかりと数学の基
礎知識の上に成り立っていることの説明をして頂きます．全ての基礎数学の分野を網羅す
ることはできないので，今回は線形代数，フーリエ変換，離散数学，確率論，ゲーム理論，
社会システム科学（オペレーションズリサーチ）に焦点を当てて，理論の概要と社会応用
例について説明して頂きます．また，社会で活躍されている皆様からアンケートで回答頂
いた「どの分野が役立っているか？」，「もっと勉強しておけばよかった分野は？」などの
質問結果をまとめた記事も入れております．実際に社会で活躍されている皆様も，基礎数
学に対する重要性を感じ，熱い思いを持っておられるのが分かります．本小特集を，基礎
数学を学ぶ上での参考にして頂き，興味を持って勉強して頂ければ望外の喜びです．
最後に，本小特集の発行にあたり，貴重な原稿を執筆頂きました執筆者の皆様，記事の

提案をして頂きました編集委員の皆様，校閲・編集作業をして頂いた皆様，アンケート回
答に御協力頂いた皆様に心より感謝致します．

小特集の発行にあたって
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1 純粋数学との（不幸な）
出会い

高校 2年と 3年のときのクラス担任の I 先生は数学
の先生だった．あるとき，I先生がつぶやいた「大学の
数学は高校までの数学とは全く違う．大学の数学はとて
も難しい」という言葉は妙に私の記憶に残った．ここで
言う「数学」は大学の数学科で学ぶような純粋数学であ
る．
私は理系志望であったが，この言葉を真に受けて，数

学科を避けて物理学科に進学した．進学後もなるべく数
学には近寄らないように努力した．事前に教えてくれた
問題の中から出題されるという，うわさの微積分（解析
学という講義名だった）の試験は，勉強をせずに友人が
作ってくれた解答をただ暗記して臨み，うわさどおり同
じ問題が出たので，暗記した解答を書いた（単位は取れ
た）．それ以降も，微分方程式，フーリエ変換といった
必要最低限の理工系の数学のみ学び，純粋数学には全く
触れずに大学時代を過ごした．実際，恐らく数学科を除
けば，純粋数学を知らずとも大学は問題なく卒業でき
る．大学院では，電子多体系の磁性を研究する理論物理
系の研究室に在籍したが，そこでも純粋数学を使う必要
は全くなかった．物理では，細かな理屈は分からずと
も，計算さえできればよいのである．当時，私の人生と
純粋数学が交差することはきっとないだろうと思ってい
た．
私は漠然と大学の先生に憧れていたが，バブル直前の

浮ついた世間の雰囲気の中で，大学に残ることをやめ，
民営化されたばかりのN社に入社した．N社では基礎
研究所で理論物理の研究をしたいと考えていたが，基礎
研究所は実験系の研究が中心だった．不器用な私は実験
系の研究をする自信がなく，グラフ理論とか最適化理論
を用いて通信網を理想的に設計・制御する手法を研究す
るという触れ込みの「通信網総合研究所」を志望して，

そこに配属された．入社して数年後，組織の改編があ
り，私は「通信トラヒック研究部」という名称の部署に
移った．そこには，確率論などを駆使して電話交換機の
性能評価をする方たちがいた．（多くは数学科出身だっ
た．）部内で勉強会があって，教科書に伊藤清先生の
「確率論」が使われていた．高校時代，確率が比較的得
意だった私は安易な気持ちで伊藤清先生の本を手に取っ
たが，「確率空間」とか「σ 加法族」とか，初めて目に
する概念・用語を当たり前のように駆使するその本は全
く分からなかった．これが私にとって，最初の純粋数学
との（不幸な）出会いである．その本と格闘しているう
ちに，確率論を学ぶには測度論の基礎をマスターしてい
る必要があること，更には集合・位相の知識があった方
がよいことなどが分かってきた．全て私が大学で避けて
きた純粋数学の分野である．もう既に私は 27歳になっ
ていた．今更この年で，ゼロから純粋数学を勉強するこ
とになるとは．私は暗たんたる気持ちだった．

2 コルモゴロフ流の確率論
2.1　測度論的確率論
その後，紆余曲折があって，結局，私は大学の先生に

なった．（大学の先生は思っていたほど良い職業ではな
かった．）悪戦苦闘した確率論も，多少は分かるように
なってきた． 
現代の確率論は，コルモゴロフ（1903～1987）とい

うロシアの数学者が始めたものである．コルモゴロフ先
生は，その頃出来上がりつつあった新しい積分概念であ
る測度論（ルベーグ積分ともいう）が確率の概念を数学
的に扱うためのうってつけの道具であることに気付き，
「測度論的確率論」を打ち立てた．この測度論的確率論
はすぐに学会に受け入れられ，純粋数学の分野では「確
率論＝測度論的確率論」と認識されるに至った．純粋数
学の分野だけでなく，確率を扱う理工系のかなりの数の図1　宇宙の進化の模式図
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大学で学ぶ数学は
実社会で必要か
  ̶   ̶ 測度論的確率論を例にとって̶  ̶

塩田茂雄　Shigeo Shioda　千葉大学



論文は，測度論の言葉で書かれている．伊藤清先生の
「確率論」も測度論の言葉で書かれているので，当時の
私に理解できなかったのは仕方ないのである．
工学部の先生に測度論とかルベーグ積分とか言うと，

「あれは縦のもの（リーマン積分）を横にしただけの積
分概念だよね（何の役に立つの？）」と言われたりする
が，その深遠な概念が分かってくるとなかなか面白い．

2.2　コイントス
表に「0」，裏に「1」と刻印されたコインを 1回投げ，

0（表）が出る確率や 1（裏）が出る確率を考えるコイ
ントスを，測度論的確率論の立場で説明してみよう（図
1）．まず，コインを投げて起こり得る全ての結果を列
挙し，その結果を要素に持つ集合を考える．「コインを
投げて起こり得る全ての結果」といっても，普通は「0
が出る」と「1が出る」の二つしか考えないので，この
二つを要素に持つ集合となる．この集合を標本空間と呼
び，標本空間の要素を根元事象と呼ぶ．（以下ではコイ
ントスの二つの根元事象を 0と 1で表すこととする．）
次に，標本空間の部分集合を列挙する．コイントスの場
合，
∅，0，1，Ω

の四つである（∅は空集合，Ωは標本空間そのものを表
す）．便宜上，各部分集合は

A1 ＝ ∅，A2 ＝ 0，A3 ＝ 1，A4 ＝Ω
のように A1 から A4 までの記号で表すことにする．次
に，この四つの部分集合にそれぞれ数を割り当てる． Ai

（i＝ 1… 4）に割り当てた数は P（Ai）と記載すること
としよう．各部分集合への数の割当て方には自由度があ
るが，少なくとも以下の三つの規則（確率の公理とい
う）を満たさなければならないことを要請する．
　①　P（Ω）＝ 1
　②　0 ≤ P（Ai）≤ 1
　③　Ai ∩Aj＝∅ → P（Ai∪Aj）＝ P（Ai）＋ P（Aj）

例えば，
　P（∅）＝ 0, P（0）＝ 0.5, P（1）＝ 0.5, P（Ω）＝ 1

という割当て方は確率の公理を満たす． 
この枠組みにおいて，数を割り当てる部分集合が確率

を考える対象（確率論では「事象」と呼ぶ）であり，割
り当てられた数が確率となる．例えば，空集合は「0も
1も出ない」という事象に対応し，標本空間全体（Ω）
は「0か 1が出る」という事象を表す．確率の公理の一
番目は表か裏が出る確率は 1であることを意味してい
る．（当たり前であるが，このような当たり前の性質が
成り立つように，公理として要請する．）また，公理の
三番目は，同時に起こり得ない二つの事象の和事象が生
じる確率は，各事象の確率の和に等しいということを表

している．（実は，三番目の公理はもう少し複雑な形を
しているが，分かりやすさを優先して簡略化して示し
た．）
なお，集合の部分集合に数を割り当てるという考え方

は測度論から来ている．測度論では，ある形状の二次元
の領域の面積を，二次元平面内の（領域に囲まれる）部
分集合に割り当てられた数と解釈する．測度論では，確
率の公理に似た測度論の公理により，「面積」という概
念に要求される必要最低限の性質を定め，「縦 a，横 b
の長方形の面積は ab に等しい」としたときに，長方形
以外の形状の領域の面積はどのように定めればよいか，
ということを考えていく．コルモゴロフ先生は，この考
え方が確率の数学的な基礎付けに使えると発想したわけ
である．

2.3　無限回のコイントス
次に無限回のコイントスを考えよう．無限回のコイン

トスの場合，
0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, … 
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, … 
1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, … 

のように，0と 1から成る無限列一つ一つが根元事象で
ある．各無限列の先頭から n 番目の数が，n 回目にコイ
ンを投げたときの結果に相当する．確率論では，根元事
象が一つ選ばれると，その瞬間にコインを投げたときの
表裏のパターンが（無限の先まで）定まるという考え方
をする．コインを投げたとき，0（表）が出る確率と 1
（裏）が出る確率が等しければ，これら根元事象一つ一
つが選ばれる確率は全て等しい． 
根元事象は無限個あるので，根元事象一つ一つの確率

は当然 0である．0は幾つ足しても 0のような気がす
る．しかし，確率の公理から，根元事象を全て足し合わ
せた標本空間全体の確率は 1にならなければならない．
これはどうやって考えればよいだろうか． 
この問題を扱うために，ここでは 0以上 1以下の実

数の 2進数表現を考えよう．［0,1］（0以上 1以下の実
数の集合）内の任意の数 x は，

若しくは

図1　コイントス
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x  = an2-nΣ∞

n =1

と表すことができる．ここで，式（1）の係数 an は 0，
若しくは 1の値を取る．これを小数の 2進数表現とい
う．コイントスの根元事象（0と 1から成る無限列）を
式（1）の係数の列
（a1, a2, a3, a4, …）
とみなすと，コイントスの各根元事象を［0,1］内の各
実数に対応させることができる（図 2）．これを標本空
間から［0,1］への「2進数表現による写像」と呼ぶこ
ととする．（細かいことを言うと，一部の実数は二通り
の 2進数表現を持つので，0以上 1以下の実数と無限
回コイントスの根元事象は 1対 1対応ではないが，こ
の点は実際には問題にならないので，無視することとす
る．）
さて，標本空間の部分集合である事象（以下，Aとす

る）に確率に相当する数を割り当てる仕事が残ってい
る．これは，「2進数表現による写像」によりAが移さ
れる数直線上の部分集合（Bとする）を調べ，Bが数直
線上で占める長さで定義する．例えば，無限回のコイン
トスで最初に 0が出る事象は，「0」から始まる無限列
の集合に相当する．この集合は「2進数表現による写像」
により，0以上 0.5 以下の長さ 0.5 の線分に移されるの
で，その確率は 0.5 と定義できる（図 3）．最初の 2回
とも 1が出る事象は「1,1」から始まる無限列の集合に
相当し，その集合は「2進数表現による写像」により
0.75 以上 1 以下の長さ 0.25 の線分に移されるので，
確率は 0.25 と定義できる．また，標本空間全体は 0以
上 1以下の線分に移されるので，その確率は 1に等し
い．各根元事象の確率は 0でも，たくさん（非加算無
限個）集めた全体の確率は 1になる．つまり，確率の
公理を満たしている．

2.4　ちょっと不思議な話
コインの代わりに，さいころを無限回振ることとす

る．ただし，さいころの各面には，0が二つ，1が二つ，

2が二つ書かれていることとしよう．この場合，さいこ
ろを無限回振ったときの出る目のパターンは，0と 1と
2から成る無限列であり，これらが根元事象となる．こ
こで，1が一度も含まれない無限列（根元事象）の集合
を考える．各面が同じ頻度で出るとすれば，1が一度も
出ないということは考えられないので，1が一度も含ま
れない無限列の集合の確率は 0でなければおかしい．
0以上 1以下の実数の 3進数表現を用いると，0と 1

と 2から成る各無限列（根元事象）を ［0,1］内の数に
対応付けることができる．3進数表現とは，0以上 1以
下の実数の集合内の任意の数 xを，

x  = an3-nΣ∞

n =1

と表すものである．ここで，式（2）の係数 an は 0，1
若しくは 2を取る．この「3進数表現による写像」を用
いると，1が一度も含まれない無限列の集合は，「カン
トール集合」と呼ばれる［0,1］内の集合に移される．
カントール集合が数直線上に占める長さは 0であるこ
とが知られているので，1が一度も含まれない無限列の
集合（無限回さいころを振ったとき 1が一度も出ない
事象）の確率が 0であることの説明がつく．
さて，1が一度も含まれない無限列は果たしてどのく

らいたくさんあるだろうか．1が一度も含まれない無限
列において，2を 1に変えると，0と 1から成る無限列
に変わる．その一つ一つは（2.3で説明したように）
［0,1］上の各実数に対応するので，1が一度も含まれな
い無限列（根元事象）の集合の要素は，実は［0,1］上
の実数と同じくらいたくさんあるのである．しかし，そ
の確率は 0である．ちょっと不思議な気がすると思う．
カントール集合は測度論や確率論で頻繁に登場する（不
思議な）概念の一つである．

2.5　大数の法則
確率論の教科書のやや中盤に差し掛かった辺りで，大

数の法則という章が出てくる．無限回のコイントスにお
いて，出る目（0か 1）の平均は 0.5 になるという法則

（1）

（2）

図3　無限回のコイントスに関する事象の確率の考え方図2　無限列から数直線への2進数表現による写像
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である．至極当たり前であって，それが分かって何がう
れしいのか，と思う人もいるだろう．
一方，大数の法則を説明しようとすると，それなりの

準備がいる．なぜか．例えば，たまたま 0が永遠に並
ぶ根元事象が選ばれると，そのときは大数の法則は成立
しない．つまり，出る目の平均が 0.5 にならない根元事
象の集合を Eとすると，E は空集合ではない．実際，E
には数えられないくらいたくさん（非加算無限個）の根
元事象が含まれている．大数の法則（正確には大数の強
法則）は，E の確率（2進数表現写像により E が移され
る集合が数直線上に占める長さ）は 0であることを示
すものである．そう考えると，当たり前ではない気もし
てくると思う．

3 確率論は実社会で役に立つか
純粋数学に触れるきっかけを与えてくれた「確率論」

を書かれた伊藤清先生は，金融工学の分野で有名なブ
ラック－ショールズ方程式の数学的基礎（確率微分方程
式）を築いた功績で，第 1回ガウス賞を受賞した．ガ
ウス賞は，数学の応用的な研究に対して授与される極め
て栄誉ある国際的な賞である．ブラック－ショールズ方
程式は金融の分野で広く使われているツールであり，数
学が実社会で役に立つことを示す有名な例の一つであ
る．
もっとも，シンクタンクに勤める私の大学時代の物理

学科の友人は「ブラック－ショールズ方程式なんて 2
分で説明できる」とうそぶいている．彼はもちろん純粋
数学は知らない．（物理が分かっているかも怪しい．）た
だ，彼は勘がいいので，多分，ブラック－ショールズ方
程式の本質は理解しているのだろう．大体において，偉
大な理論ほど，難しい理屈は分からずともその本質は理
解できるものである．確率の概念は，当然，理工系の分
野でも広く使われており，測度論的確率論を知らなくと
もすばらしい成果を上げておられる先生はたくさんおら
れる．その意味で，測度論的確率論を知ることは実社会
で活躍するための必要条件ではない．
しかし，測度論的確率論を少しかじった人間として，

「測度論的確率論を知っていると多少は役に立つ」とい
うことも言っておきたい．
第 1に，確率を扱う理工系のそれなりの数の文献は

測度論的確率論の言葉で書かれている．測度論的確率論
を知らない人がその言葉で書かれた文献を読むのは，フ
ランス語を知らない人が辞書を引きながらフランス語の
文献を読むのと同じくらい（もしかするとそれ以上に）
難しい．世の中のある種の文献が読めないのは，やはり
ちょっと悲しいことである．
第 2に，測度論的確率論の言葉で書かれた理工系の

文献があるということは，測度論的確率論の言葉に慣れ
親しんだ一定の割合の人がいるということである．言語
と思考は不可分であると言われるが，測度論的確率論の
言葉を理解し，使いこなせるようになると，それをベー
スにして，より深い思考ができるようになる．実際，一
旦測度論的確率論が分かってくると，もう，後には戻れ
なくなってしまう．「明日晴れる確率は 20%」というこ
とも，測度論的確率論のフィルタを通して考えてしまう
のだ．それまで，どのように確率の意味を考えてきたか
を忘れてしまう．測度論的確率論を知らないことは，慣
れ親しんだ人に比べて，ある種のハンディキャップを負
うと言えないこともない．
事実，高校までの確率の考え方でも統計学は理解でき

るが，測度論的確率論が分かってくると，統計学はより
鮮明に理解できるようになる．機械学習にはふんだんに
確率の考え方が登場するが，これも測度論的確率論が分
かっている方が，より正確に理解できる．
最後に，測度論的確率論（に限らず多分，純粋数学）

はなかなか面白い．測度論的確率論が多少分かるように
なると，楽しめる世界が広がる．無人島に持っていくな
ら聖書という人もいるようだが，私なら数学の本を持っ
ていくかもしれない．伊藤清先生の「確率論」があれ
ば，1年無人島にいても，多分，平気である．（1年で
は全然読みこなせない．）
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1 はじめに
ゲーム理論は，利害関係のある意思決定主体間の相互

作用を定式化し，議論するための数学である．本稿のメ
インターゲットとして想定したのは，研究室に配属され
る学生のような，ゲーム理論はもちろん，集合論等の記
述に不慣れな方である．そもそもゲーム理論自体がどう
いうものなのか，どういう初歩的応用があるのかを知り
たい方のために，2.でゲーム理論の数学面での基礎を，
最適化理論との共通点・相違点に注目して説明する．次
いで，3.で無線リソース制御への初歩的な応用例を述
べる．このような応用も重要であるが，ゲーム理論はそ
れまでになかったパラダイム－物の見方・思考の枠組み
－や記述言語を提供することも重要である．この点を
4.で説明する．
そこから一歩進んで，ゲーム理論などの数学を勉強し

ようと思った方，あるいは勉強せざるを得なくなった方
をターゲットとして，筆者の経験からヒントを 2点提
供したい．1点目として，「多くの大学生は数学が言語
であるという認識に失敗したせいでつまずいている」（1）

という指摘に代表されるように，数学には大学受験数学
などに見られる計算方法という面だけではなく，記述言
語という面があることを認識する必要がある．5.では，
ゲーム理論自体が記述言語であることに加えて，ゲーム
理論の記述言語として特に集合論が用いられていること
を紹介する．2点目は筆者の意見として，記述言語とし
ての数学を習得するには，数学の中での関連する分野－
例えばゲーム理論であれば最適化理論－との共通点・相
違点を意識すると理解しやすいのではないか，というこ
とである．2.のゲーム理論の説明は，この観点も配慮
している．また，6.では確率，線形代数，強化学習と
の関連を指摘する．

2 数学としてのゲーム理論
2.1　最適化問題と戦略形ゲーム
読者がよりなじみ深いであろう最適化問題をまず導

入する．後述の戦略形二人ゲームと対比させるため，二
つの決定変数 x1，x2 を持つ目的関数 f を考える．目的
関数 f に関する最大化問題は，次式で表される．

max f (x1, x2)
(x1, x2)

一方，戦略形二人ゲームは，以下の二つの最適化問題
の組合せと捉えて差し支えない．

max f1 (x1, x2)
x1

max f2 (x1, x2)
x2

ただし，ゲーム理論で一般的かつ望ましい表現に関して
は，5.を参照されたい．
戦略形ゲーム（式（2）） は，プレーヤ（主体）1が利

得関数 f1 を最大化する戦略 x1 を，プレーヤ 2が利得関
数 f2 を最大化する戦略 x2 をそれぞれ決定する状況を表
現できている．なお，ゲーム理論における戦略と利得関
数という用語は，最適化理論における決定変数と目的関
数に対応している．表 1に最適化理論とゲーム理論の
用語の対応をまとめる．
利得関数は両プレーヤの戦略 x1，x2 に依存する関数

である一方，各プレーヤは各々の戦略を表す決定変数し
か変更できないという点が，戦略形ゲーム（式（2）） と
最適化問題（式（1）） との決定的な違いである．この
際，プレーヤ 2の戦略 x2 に依存して，プレーヤ 1の最
適な戦略－利得関数 f1 が最大となる戦略－が変わると
いう意味での相互作用が，戦略形ゲームでは定式化され
ている．
最適化問題の特別なクラスとして線形計画問題や凸

計画問題などがあるのと同様，戦略形ゲームの特別なク
ラスとしてポテンシャルゲームなどがある．また，式

（1）

（2）

図1　宇宙の進化の模式図
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（1）とは異なる表現の最適化問題として最適制御問題
などがあるのと同様，戦略形ゲームとは異なるゲームと
して展開形ゲームや進化ゲームなどがある．更には，
ゲーム理論の応用としてマッチング理論やオークション
理論などがある．

2.2　最適解とナッシュ均衡
最適化問題（式（1）） の最適解は次式を満たす（x*1, 

x*2） である．

 f (x*1, x*2) ≥ f (x1, x2), ∀(x1, x2)

一方，戦略形ゲーム（式（2）） における解概念はナッ
シュ均衡と呼ばれる．まず与えられた x2 に対して，f1
が最大となる x1 を最適応答と呼ぶ．次に，互いに最適
応答となっている戦略組，具体的には次式を同時に満た
す戦略組（x1★, x2★）としてナッシュ均衡が定義される．

f1 (x★
1, x★

2) ≥ f1 (x1, x★
2), ∀x1

f1 (x★
1, x★

2) ≥ f2 (x★
1, x2), ∀x2

ナッシュ均衡は，その状況にいれば，各プレーヤが自分
だけ戦略を変更しても利得が向上せず，自分だけが戦略
を変更する動機を持たないという意味がある．

3 無線リソース制御への
ゲーム理論の応用

本章では，送信電力制御とチャネル割当という無線リ
ソース制御の基本となる制御に関するゲーム理論の応用
例について，基礎的な事項に限って紹介する．なお，無
線リソース制御が必要となる理由は，複数の通信の間の
干渉の存在と言える．筆者は干渉が相互作用であること
に着目し，相互作用を定式化可能なゲーム理論を応用し
た研究を行ってきた（2）．
議論したい問題を戦略形ゲーム（式（2）） をはじめと

したゲームとして定式化できれば，ゲーム理論を使って
議論することが可能である．ただ，ゲーム理論で扱われ

るゲームは 2.で述べたように多岐にわたるため，個々
の事例は各論的にならざるを得ないことを指摘しておき
たい．
全体像を知りたいという読者には，ゲーム理論の無線

通信応用を網羅的に述べた書籍（3）を紹介したい．しか
しながら，余りに内容が多く，恐らく初学者には向いて
いないと思われる．筆者としては，まずは本章で説明す
るような基本となる幾つかのゲームを，納得できるまで
理解することから始め，ボトムアップ的に全体像を感じ
て頂くのが望ましいのではないかと思う．

3.1　送信電力制御
伝送速度を最大化する送信電力制御について，最適化

理論とゲーム理論の両方の側面から議論する．信号対干
渉雑音電力比に対する伝送速度の関数として，シャノン
の通信路容量の式を用いる．二つの送受信局組が同時送
信をしている際，単位帯域当りの伝送速度の和は次式で
表される（4，§3.6）．

 f (p1, p2) = f1 (p1, p2) + f2 (p1, p2)

 f1 (p1, p2) = log2
G11 p1

G12 p2+N
1+

 f2 (p1, p2) = log2
G22 p2

G21 p1+N
1+

ただし，pi は送信局 iの送信電力，Gji は送信局 iと受信
局 j の間のチャネル利得，N は雑音電力を表す．

f（p1, p2）は上に凸な関数でないため，式（5） を目
的関数とした最大化問題に対しては，非線形計画法で代
表的な凸計画法のような単純な解法が存在するわけでは
ない．このことは，符号反転した- f（p1, p2）のヘッセ
行列が，任意の（p1, p2）で半正定値とはならないこと
から確認される（4， §3.6）．そこで，何らかの解が得られる
よう，問題を簡単化する．例えば，帯域を複数のチャネ
ルに分割し，各チャネルでは単一の送受信局組のみ通信
ができると限定する．この条件下で伝送速度の和を最大
化するチャネル割当・送信電力同時設定問題は，凸計画
問題となる（4， §3.6） ．
一方，送受信局組 iの利得関数を fi（p1, p2）とした戦

略形ゲームはどうなるだろうか．ここでは，送信電力 pi

の最大値を Piとする．まず送受信局組 i の最適応答は，
p★

i = Pi である．なぜなら， fi（p1, p2）は pi に関する単
調増加関数だからである．これは，相手のプレーヤの戦
略によらないことに注意されたい．したがって，ナッ
シュ均衡は，全ての送受信局組が最大電力を設定してい
る状況である．これはゲーム理論を使わずとも明らかな
結果ではあるが，ゲーム理論の枠組みで把握し直してみ

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

表1　最適化理論とゲーム理論の用語の対応

最適化理論 ゲーム理論

最適化問題 （戦略形）ゲーム

（対応する用語は存在しない） プレーヤ

決定変数 戦略

制約条件・実行可能領域 戦略集合

目的関数 利得関数

最適解 ナッシュ均衡
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ると，理解がより深まるのではなかろうか．

3.2　チャネル割当
一般に，分散的にチャネル選択を行うと，選択される

チャネルが収束しないことがある．これはサービスの観
点からは望ましくない．収束しないことは，ゲーム理論
の観点から言えば，ナッシュ均衡が存在していないこと
に対応する．ナッシュ均衡の存在が保証されている戦略
形ゲームのクラスとして，ポテンシャルゲーム（5），（6）が
ある．ポテンシャルゲームとは，戦略の変更に関して，

  f1 (x1, x2) - f1 (x′1, x2) =φ(x1, x2) -φ(x′1, x2)

 f2 (x1, x2) - f2 (x1, x′2) =φ(x1, x2) -φ(x1, x′2)

を満たす関数φが存在する戦略形ゲームである．ポテン
シャルゲームにおいては，各プレーヤの最適応答によ
り，関数φが単調に増加する．戦略の選択肢数が有限で
あれば，最適応答に伴うφの増加は有限回数で収束す
る．収束した点は，ナッシュ均衡である．
筆者らが提案した無線 LAN向けの分散チャネル選択

手法（7），（8）では，分散制御の際の収束性を保証するた
め，ポテンシャルゲームとなるように利得関数を設計し
ている．例えば，無線 LAN のアクセスポイントのカバ
レージオーバラップを低減する分散チャネル選択手法（7）

では，カバレージオーバラップ（を符号反転したもの）
を利得関数とするゲームがポテンシャルゲームになるこ
とを証明している．図 1はその結果例である．チャネ
ル選択を含めたポテンシャルゲームの無線通信応用の詳
細に関しては，サーベイ論文（9）や解説（10）を参照され
たい．

4 パラダイムとしての
ゲーム理論

３.で述べたような応用例があるという面とは別に，
主体間の相互作用が定式化できるという，それまでにな
かったパラダイムを提供する点で，ゲーム理論は重要で
ある．
有名な例であるが，ゲーム理論によって初めて定式化

された主体間の相互作用として，囚人のジレンマ（11）を
紹介する．まず，次の状況を考える．捕まった二人の共
犯者は，二人とも黙秘していれば刑期 2年だが，自白
した側は司法取引により刑期なしに減刑される一方，黙
秘を続けている側は刑期 9年となる．双方が自白した
場合は刑期 6年となる．
図 2を用いて説明する．図 2の縦軸は刑期の符号反

転であり，大きい方が望ましい．プレーヤ iの戦略 xi は
黙秘，自白のいずれかであり，例えば fi（黙秘，黙秘）
= - 2 は，二人のプレーヤが共に黙秘した場合，両プ
レーヤの刑期が 2年であることを表している．
ここでナッシュ均衡になっているのは，x1 = x2 = 自

白の場合のみであり，双方が刑期 6年である．ほかの
状況では，少なくとも片方のプレーヤが戦略を変更する
ことで自らの利得の向上（刑期の短縮）が可能である．
すなわち，x1 = x2 = 黙秘であれば，プレーヤ 2は戦略
x2 を自白に変更すれば，利得を- 2から 0に向上でき
る．また，x1 = 自白，x2 = 黙秘であれば，プレーヤ 2
は戦略 x2 を自白に変更すれば，利得を- 9から- 6に
向上できる．
一方，二人にとって望ましいのは，双方が刑期 2 年

の，双方が黙秘の場合である．すなわち，戦略形ゲーム
の範囲においては，二人にとって望ましい結果には至ら
ない．
ただ，これは単なる思考実験にすぎないとも言える．

なぜこの結果が，特に経済学において大きなインパクト

（8）

（9）

（x1, x2）=（自白, 黙秘）
（自白, 自白）

（黙秘,自白）
（黙秘, 黙秘）

f2（x1, x2）
0

0

0

-2
-4
-6

-6-8
-9

-9

f1（x1, x2）

x1 x2

図2　囚人のジレンマ

図1　オーバラップを低減するチャネル選択の前（左）と
後（右）の例．円が送信電力に依存して異なるカバレージ
を，色がチャネルを表しており，チャネル選択により塗り
つぶされたオーバラップが小さくなっていることが分かる．
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を持つに至ったのだろうか．その答えを知るためには，
それ以前のパラダイムを知る必要がある．以下は文献
（12）の引用である．

 　「伝統的に経済学では（中略）各人が自己利益のみ
を考えて合理的に行動すれば，社会的に望ましい結果
が得られるという，アダム・スミスの「見えざる手」
を信じる傾向が強かったと言える．しかし，囚人のジ
レンマが教えるのは，それと反対のことである．（中
略）そこで生じているメカニズムが正確に定式化され
たことは，非常に大きなインパクトとなった．」

ゲーム理論が現代経済学に広範囲に影響を与えてい
ることに関しても文献（12）を参照頂きたい．筆者自
身の体験として，ゲーム理論を理解していたことで，多
様な現代経済学，例えば行動経済学がどういうものなの
かを大まかに理解することが容易であった．更には，行
動経済学を一つの手段とした様々な論考，例えば無謀と
分かっていた日米開戦がなぜ防げなかったのか（13）など
といった社会科学の最新の論考にも触れることができて
いる．
ゲーム理論がパラダイムを変えたという，別の説明を

試みよう．自分が何か行動を起こすのではなく，「自分
以外の人が変わるべきだ」という文句を聞くことがあ
る．しかし，囚人のジレンマの例で言うと，黙秘したプ
レーヤが，自白したプレーヤに対し「お前さえ自白しな
ければ，刑期が 9年になることはなかった」と文句を
言っているようなものではないだろうか．そうであれ
ば，文句を言うことは，問題を解決するという目的に対
して合理的な行動とは言えない．このような問題を解決
したければ，戦略形ゲーム－すなわちその構成要素であ
るプレーヤ，戦略，利得－を自分の変更可能な範囲で変
更し，結果としての均衡を動かすしかない．
その上で，ガンジーの有名な言葉“Be the change 

that you want to see in the world.”「世界に変化を望
むのであれば，私たち自らがその変化を起こさなければ
ならない」（14）を考えてみよう．この言葉は，数多くあ
る偉人の格言の一つに過ぎないとも捉えることはでき
る．しかし，ゲーム理論を理解してから読むと，真理と
しか思えないのではなかろうか．その意味で，ゲーム理
論を理解すると，ものの見方が変わると言えるのではな
いだろうか．

5 ゲーム理論とその記述言語
以上ではできる限り，「難しい」数学表現を使わずに

説明した．しかしながら，ゲーム理論の専門書や論文を

読もうとすると，どうしても「難しい」数学表現は不可
避である．なぜ「難しい」と感じるのかを理解しておけ
ば，万一そのような表現に出会ったときに，何を勉強す
ればよいかを見つける手掛かりになるだろう．5.1で
は，戦略形ゲームの定義を述べる．また，ここで用いら
れる集合論の用語を 5.2で説明する．

5.1　戦略形ゲームの定義
ゲーム理論やその応用を扱った書籍や論文では，戦略

形ゲームやナッシュ均衡は以下のように定義される．

定義1　プレーヤの「添字集合」 ＊1 を  ，プレーヤ i ∈
の戦略集合を i，利得関数を fi ：Πj ∈  j → とする．
プレーヤの添字集合，戦略集合，利得関数の「順序組」

(  , (   i)i∈   , ( fi )i∈  )

を戦略形ゲームと呼ぶ．

定義2　戦略形ゲーム（ ,（ i）i ∈ ,（ fi）i ∈ ）において，
x-i ∈ -i :=Πj ∈  \{i} j に対するプレーヤ i の最適応答と
は，次式で定義される「対応」である．

      i (x-i) = arg max fi (xi, x-i)
xi ∈ xi

定義3　全てのプレーヤの戦略が，ほかのプレーヤの
戦略に対して最適応答となっている戦略組を，ナッシュ
均衡と呼ぶ．
定義 1は戦略形二人ゲーム（式（2））を抽象化した

ものである．しかしながら，数学－特に集合論－に慣れ
ていない場合，ゲーム理論以前につまずいてしまうので
はなかろうか．
ただ，論文では定義 1が好まれるし，望ましい．こ

の理由は，必要な全ての構成要素が記述されていること
や，どのような戦略形ゲームにおいてもナッシュ均衡を
一意に定義できることであろう．

5.2　ゲーム理論の記述言語としての集合論
定義 1，定義 2の読解に必要な，言語としての集合論

を復習しよう．集合の概念や用語は，「現代数学を語る
ための基礎的な言語という性格をもつ」（15）．本節の多
くは，集合論の教科書（15）による．また，多くの数学記
号は国際規格 ISO 80000-2:2009（16） に従っている．必
要に応じて読者自身で調べられるよう，英語表記や文献
における記載箇所も併記する．
まず，関数と，その一般化としての対応（correspon-

 ＊1 鍵括弧の用語は集合論の用語であり，5.2で定義する．

（10）

（11）
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dence）を定義する．二つの集合 と を考える． か
ら への関数（あるいは写像）とは， の任意の元 a に
対して， の一つの元を定める規則である．これを
f : → と表記する（15，§1.5.E）（16，#11.3）．また， から
への対応とは， の任意の元 a に対して， の部分集合
を定める規則である（15，§1.5.B）．対応は集合値関数（set-
valued function）と呼ばれることもある．

5.2.1　戦略形二人ゲーム
プレーヤ数が 2の場合を考える．戦略集合 i は，戦

略 xi の取り得る値の集合を表している．すなわち，xi ∈

i である．3.1の送信電力制御であれば i =［0, Pi ］ 
であり，4.の囚人のジレンマであれば i =｛黙秘，自
白｝である．
戦略の順序対（ordered pair）（x1, x2） を考える（15，

§1.3.A），（16， #5.14）．この順序対全体の集合は， 1 と 2 の直
積（Cartesian product）と呼ばれ， 1× 2 と表記さ
れる（15，§1.3.A），（16， #5.16）．最適化理論で言えば，変数（x1, 
x2） の実行可能領域を表している．内包的記法（15，§1.1.B），

（16， #5.4）を用いれば，以下のとおりである．

    1×    2 := {(x1, x2) | x1 ∈   1 ∧ x2 ∈   2} 

∧は論理積（logical conjunction）（16， #4.1），:= は右辺
による左辺の定義（16， #7.3）を表す．
プレーヤ iの利得関数 fi は， 1× 2 から実数全体の

集合 （15，§1.1.A），（16，#11.3）への関数であり，fi : 1× 2 
→ と表記される．
プレーヤの集合｛1，2｝，戦略集合の順序対（ 1, 

2），利得関数の順序対（f1, f2）の三つが，戦略形二人
ゲームを構成する必要十分な要素である．そこで，これ
らの順序組（｛1，2｝，（ 1, 2），（ f1, f2））を，戦略形
二人ゲームと呼ぶ．これは，グラフ理論において，頂点
集合 と辺集合 の順序（ , ）をグラフと呼ぶこと
に通じるところがある．順序組は次項で説明する．

5.2.2　任意のプレーヤ数の戦略形ゲーム
プレーヤ数が Iの場合を考える．戦略の順序対の一般

化である戦略の順序組（ordered tuple） ＊2 （x1, x2,…xI）
は（xi）i ∈ ，あるいは略して（xi）と表記される（16，#5.15）．
ここで，  :=｛1，2，…，I｝を添字集合（index set）と
呼ぶ（15，§1.5.B）．同様に戦略集合の順序組は（ i）i ∈  と表

 ＊2 文献(15,§1.5.B‒C)では，元の順序組を一般化した概
念として「添字付けられた元の族（indexed family of 
elements）」，集合の順序組を一般化した概念として
「添字付けられた集合族（indexed family of sets）」が
定義されているが，ゲーム理論の論文の多くを読むに
あたっては，順序組で差し支えないと思われる．順序
の定義については文献(15,§3.1.A)も参照されたい．

記される．（xi）i ∈ 全体の集合を（ i）i ∈ の直積と呼び，
これをΠj ∈  j と表記する（15，§1.5.D），（16， #5.17）．プレーヤ
iの利得関数は fi :Πj ∈  j → である．
プレーヤの添字集合 ，戦略集合の順序組（ i）i ∈ ，

利得関数の順序組（ fi）i ∈  の三つが，戦略形ゲームを構
成する必要十分な要素である．これらの順序組（ ，（ i）

i ∈ ， （ fi）i ∈ ）を，戦略形ゲームと呼ぶ．
ゲーム理論特有の表記として，プレーヤ i 以外の戦略

の順序組（x1, x2,…, xi-1, xi+1,…, xI）を x-i と表記する．
x-i 全体の集合は，直積 -i :=Πi ∈ \{i} j であり，x-i ∈ -i 
と書ける．ここで，記号 \は集合の差，すなわち二つの
集合 ， に関して \ は から集合 の要素を除外
した \ =｛x|x ∈ ∧x ∉ ｝である（16，#5.13） ＊ 3．
定義 2において最適応答 i を関数ではなく，対応と

呼ぶのは，利得関数が最大となる戦略は一つとは限らな
いためである．そもそも，arg max が対応である ＊4．次
の arg max を使わない表現をすれば，関数ではなく対
応であることが明示的になるだろう．

BRi (x-i) := { x★
i  ∈    i  |  fi (x★

i  , x-i) ≥ fi (xi , x-i), ∀xi ∈    i }

6 他の数学との関連
本章では，ゲーム理論と，確率や線形代数，強化学習

との代表的な関連を指摘する．

6.1　混合戦略と確率
戦略形ゲーム（式（2））における戦略集合を，離散

添字集合 1 =｛1,…,m｝， 2 =｛1，…,n｝とする．これ
までのように戦略集合の中から一つの戦略を選ぶほか
に，戦略を確率的に決定することも考えられる．これら
を区別するために，前者を純戦略，後者を混合戦略と呼
ぶ．プレーヤ 1の混合戦略集合は，純戦略集合 X1 上の
確率分布の集合

Δ(   i ) := ( p1 , p2, ..., pm) ∈     m
≥  pi = 1Σ

m

i =1

である． ≥は非負実数全体の集合を表す（15，§1.1.A），（16，

#6.4）．

 ＊3 文献(15,§1.2.C)では，記号\の代わりに-が使われて
いる．記号\は二項演算子であり，TEXでは\setminus 
を用いるべきである．\backslash では他の二項演算子
と同様の空白が入らない．

 ＊4 関数として扱われることもよくある．

（12）
（13）

（14）
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6.2　線形代数・最適化理論
aij := f1（i, j） と書き換える．混合戦略（p1,…, pm）∈Δ

（ 1），（q1,…, qm）∈Δ（ 2） に対し，プレーヤ 1 の利
得の期待値は次式のとおり行列表現できる．

p1 pm

α11 α1n q1

qnαmnαm1

2.で述べたとおり，ゲーム理論は最適化理論と密接
なつながりがある．また，線形代数，幾何学，線形計画
法，ゲーム理論（ゼロサムゲーム．式（2）において f2
（x1, x2）= - f1（x1, x2）であるもの）のつながりに関し
ては文献（17，§8）に直観的な説明がある．

6.3　強化学習
機械学習の一分野である強化学習において，基本的な

方法である 学習とゲームとの共通点・相違点を議論す
る．単一主体の強化学習問題（18）では，取り得る状態の
集合 と，取り得る行動の集合 を既知として，観測さ
れた状態に対して各行動がどのような報酬をもたらすか
という未知の行動価値関数 ： × →  ＊5 を学習す
る．
表 2に強化学習問題と戦略形ゲームの対応を例示す

る．戦略形ゲームの利得関数と比較すると，行動集合
が戦略集合 i に，状態集合 が他プレーヤの戦略集合

-i に対応していると捉えられる．利得関数は既知と想定
されるが，行動価値関数は未知であり，このために学習
が必要である．
単一主体の強化学習問題は，マルコフ決定過程－現在

の状態と選択された行動に対して次の状態が確率的に決
まる状況－における学習問題である．一方，複数の主体
が存在する場合のマルコフ決定過程を，マルコフゲーム
と呼ぶ．逆に言えば，単一主体のマルコフゲームがマル
コフ決定過程である．マルコフゲームや，より一般の確
率ゲームにおける均衡や学習アルゴリズム，無線通信へ
の応用については，文献（19） にまとめられている．

 ＊5 通常は × という順で書くが，戦略形ゲームとの対比
を意図して × という順にしている．

7 おわりに：
ゲーム理論は役に立つのか

筆者がゲーム理論を無線通信に応用した発表をする
と，講演後の立ち話や懇親会の場でよく受ける質問が
あった．「ゲーム理論は役に立つの？」という漠然とし
た質問である．本小特集の趣旨「社会で活躍する」≒
「役に立つ」という関連があり，議論する．

この質問の明確な記述を試みると，二つのパターンが
ありそうである．まず思い至ったのは，「ゲーム理論は，
最適化問題の解を求めるために使えるのか？」というも
のである．この場合は，「最適化問題の解を求めるには
最適化理論を使って下さい．ゲーム理論はゲームという
最適化問題とは違う問題設定をしたときに使えます．」
が答えとなろう．
もう一つのパターンは「ゲーム理論は無線通信システ

ムの課題を解決してくれるのか？」と漠然と聞いている
ものである．これについては，数学理論の間の関係が役
に立つであろう．すなわち，2.で述べたとおりの最適
化問題とゲームの関連を説明した後で，ゲーム理論を最
適化理論に置き換えた「最適化理論は無線通信システム
の課題を解決するのか？」，もっと具体的に言えば「無
線通信システムの課題は最適化問題として定式化できる
のか？」という逆質問をすればよさそうである．答え
は，「定式化できる課題も，そうでない課題もある」と
いうだけである．定式化できる場合には，更にその中に
「解が求まる」場合があり，更にその中に「実用上意味
のある解がある」≒「役に立つ」場合もあろう．一方，
それ以外の「役に立たない」場合もあろう．いずれにせ
よ，解けないことが分かれば，それ以上無駄骨を折るこ
ともなくなり，その意味で意味はあると思うが，論文に
はならないことが多いであろう．
最近は「機械学習は役に立つの？」という素朴な疑問

をよく聞く．今後も似たような疑問が出てくるだろう．
機械学習も定義次第ではありそうだが，数学にすぎない
範囲の機械学習に関しては同様に考えれば，答えは自分
で見いだせるであろう．
謝辞　有益な意見を頂いた校閲御担当者，研究室学生

諸君に感謝する．特に神矢翔太郎君，香田優介君から
は，集合論に関する有益な意見を頂いた．図 1 は，神
矢翔太郎君に提供頂いた．
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1 はじめに
こんにちは．江端智一と申します．普段は総合電機

メーカの主任研究員として働き，休日になると趣味の研
究やシステム開発をして，その内容を技術系Web メ
ディアに寄稿する「週末研究員兼ライター」をやってい
ます．
私は，私のパソコンで私のためだけのシミュレーショ

ンプログラムを作って動かし，その結果を見ることが大
好きです．自分のパソコンであれば，自分勝手にメモリ
やハードディスク（リソース）を使い倒しても文句は言
われませんし，近年のパソコンの性能は，前世紀のスパ
コンの性能を軽くりょうがするほどにもなってきていま
す．特に近年のメモリの価格の低下によって，パソコン
の中で仮想の人や建物や自動車（オブジェクト）を大量
に作って，それらの全部を同時に動かすようなシミュ
レーションも可能となってきています．基本的には，そ
の対象が ‘もの ’（有体物）でさえあれば，どんなもの
でも試すことができます．本稿では，様々な現実世界の
現象を「説明」または「予測（推測）」する社会システ
ム科学の一つの方法として，現実世界の膨大な数の人間
や乗物を，そのまま仮想世界のオブジェクトに置き換え
るシミュレーションの具体例を紹介します．
このたび，御縁があって，電子情報通信学会の方から

寄稿の御依頼を頂きました．しかも「学問の応用に関す
る内容であれば何を書いてもよい」という太っ腹な御依
頼でした．「渋谷を歩いていたらスカウトに声を掛けら
れた」と語るアイドルと同じくらい，うさん臭いと思わ
れるかもしれませんが，本当です．
「電子情報通信学会，大丈夫かな？」と，一瞬心配し
たりしましが，こんなチャンスは，私がアイドルとして
スカウトされるよりもまれなチャンスと考え，脊髄反射
的に「お引受けします」と返事をしました．私の連載が
きっかけで御依頼頂いたのですから，連載の内容で書く

のがよいと考えました．
そこで，今回は，「社会の時事問題を，『正論』，『正

義』，『理想』，『モラル』，『公益』などを一切無視して，
『数字』だけを使って把握してみよう」という試みで続
けている連載（後述）で行ったシミュレーションの中で
も，かなり“いい加減”で“アバウト”で“緩い”シ
ミュレーション「ゆるシミュ」（筆者が命名）を，「社会
システム科学の一方法」として御紹介したいと思いま
す．

2 連載「Over the AI－AIの向こう側に」
「世界を『数字』で回してみよう」とは？

現在，私は，「EE Times Japan」に寄稿させて頂い
ています．EE Times Japan とは，電気・電子関係のデ
バイスやツール，手法に関する技術情報や，業界の最新
動向を提供するWebメディア （http://eetimes.jp/）で
す．私のブログを読んで頂いていた編集部の方からお声
を掛けて頂いたのがきっかけとなっております．
2012 年から「『英語に愛されないエンジニア』のた

めの新行動論」で連載を始めてから，「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」，「実録！ネット詐欺」などを経て，現在二つの連載
を担当させて頂いております（表 1）．
今回は，現在連載中のこの二つの中から，特に反響が

大きかった三つのコラムを選んで，その中で私が試みた
「ゆるシミュ」を御紹介したいと思います．

表1　現在担当中の連載

連載名 URL

世界を「数字」で回し
てみよう http://eetimes.jp/ee/series/1534/

Over the AI ―― AI の向こ
う側に http://eetimes.jp/ee/series/3761/
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3 一つ目：米国大統領選挙の
シミュレーション

このシミュレーションは，「何で投票数が少ない人物
が当選するのだ？」という私の素朴な疑問から始まりま
した（図 1）．
（http://eetimes.jp/ee/articles/1611/29/news026.html）

きっかけは，御存じのとおり，2016 年の米国大統領
選挙で，事前の世論調査を覆しドナルド・トランプさん
が勝利したことです．しかも投票総数は，ヒラリー・ク
リントンさんが上回っていたにもかかわらずです．
もちろん私は，この結果が，あの国特有の「選挙人制

度（その州で勝利した場合，その州の選挙人の全員が，
勝利した候補者に投票する）」なるものによるものであ
ることは，知ってはいたのですが（図 2），どの本や記
事を読んでも，数学的，統計的な観点から説明をしてい
る資料がなく，この制度を理解できず，気持ちが悪くて

仕方ありませんでした．私は，どういう比率の投票がさ
れれば，どのような結果になるのか（選挙人の数が決ま
るのか）を，「正確に」ではなくて「ざっくりと」知り
たかっただけなのです．
「ならば，力ずくでシミュレーションしてやろう」と
思い立ち，米国の各州の人口の有権者数と乱数関数だけ
を使った，メインルーチン 20 行という超簡単シミュ
レーションプログラムを 30分ほどで作り，パソコンの
中に約 3億人の有権者（‘ひと’のオブジェクト）を作
り，有権者が確率 50%でトランプさんとクリントンさ
んに投票するバーチャル選挙を 1万回（4万年分）ほど
実施してみました．そして，その結果を見て，心底びっ
くりしたのです．
図 3は，全ての有権者が（a）確率 50%:50%の投票

を行った場合と，（b）49.99%:50.01%の投票を行った
場合の，ある選挙人獲得数を得ることのできた（1万回
の中の）選挙の回数を示しています．

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0

[回数 ]

選 挙 人 獲 得 数
[人

1 4 0 270人
（平均）

391人
（平均）

＋σ  
431人

－σ
351人

青：クリントン：トランプ = 50.00% : 50:00% 
青：クリントン：トランプ = 49.99% : 50:01% 

]

図3　大統領選挙1万回シミュレーション結果（1）

州 選挙人
の数

勝った人 確保した選挙人
クリントン トランプ クリントン トランプ

アラバマ州 9 × ○ 0 9
アラスカ州 3 × ○ 0 3
アリゾナ州 1 1 × ○ 0 11
カリフォルニ
ア州 5 5 ○ × 55 0

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
合 計 232 306

Media Wiki’s support of SVG Image

図2　「選挙人制度」の概要

図1　 連載イラスト「大統領選挙の結果にぼう然とする私」
（イラストも筆者が担当）
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50%:50%であったとしても，選挙人獲得数が選挙を
やるたびにこんなにも結果が変動する（分散が大きい）
ことにも驚きましたし，たった 1万人に 1人（0.01%
の有権者）の心変わりで，選挙人が平均 121 人増え，
選挙の勝率が 99%以上に跳ね上がってしまうという事
実には，仰天しました（表 2）．「この選挙制度って，多
数決で民意を反映することを目的としている選挙として
は，世界最低じゃないかな」とまで思いました．

このシミュレーション結果は，ネットで大きな反響を
呼び，ある協会から講師として招へいして頂いたり，シ
ミュレーションの正しさを証明（リアプノフの中心極限
定理で，正規分布への弱収束を証明）して頂いたり，更
に定式化の方法を御教示して頂ける方も現われました．
（御興味のある方は「抹殺する人工知能～生存競争と自
然淘汰で，最適解にたどりつく（http://eetimes.jp/ee/
articles/1701/31/news031_4.html）」を御一読下さ
い．）
メインルーチンたった 20行の「ゆるシミュ」で，こ

こまで騒ぎになった（いろいろな人が興味を持った）と
いうことは，“厳密”で“厳格”で“精密”なシミュレー
ションでなく，“いい加減”で“アバウト”で“緩い”
シミュレーションであっても，社会のシステムをざっく
りと理解するには十分に役に立つということです．
十分な時間を掛けて仮説検証やフィールドテストを

することも大切ですが，「30分間程度のプログラミング
でちょいちょいと試してみる」という軽い ‘ のり ’ も，
これからの社会システムの研究には，大切だと思うので
す．

4 二つ目：残業発生
シミュレーション

このシミュレーションは，「時短（労働時間短縮）が
達成できない？そんなもん，上司がいつまでもオフィス
に残っているからだろうが」という私の考えを，私自身
で納得するために始めました（図 4）．
（http://eetimes.jp/ee/articles/1707/13/news016.html）
　これは，現在連載中の「働き方改革」の第 1回目の
シミュレーションです．私は，昔から時短推進月間など

でスローガンの募集があるたびに，“「時短」「時短」と
うるさいぞ．お前（上司）が帰れば皆（みな）帰る”と
いう川柳（？） を，何度も会社に投稿してきたのですが，
過去に一度も採用されたことがありません．そこで「今
度こそ，納得してもらおうじゃないか」と思い立ち，シ
ミュレーションを試みました．
表 3の仮説を一言で言えば「私のボーナスの査定を

する上司がオフィスに残っていると，私は帰宅しにく
い」を四つのユースケースで具体化したものです．その
上で，パソコンの中に仮想の社員を作り，簡単なルール
ベース推論（ファジー推論）を用いて，その社員の意思
決定アルゴリズムを組み込みました （表 4）．これは，
自分の席と上司の席までの距離と，帰宅を思いとどまる
時間を15のパターンに分類したルールとなっています．

図4　連載イラスト「残業で疲れ果てた私たち」

表3　仮説「上司が早く帰宅すれば全員が早く帰宅できる」

仮説のポイント シミュレーションの方針
# 1 自分の仕事が終わる

までは、帰らない
自分の仕事については、回りからの
影響は受けない

# 2
自分の「一個」上の
上司が残っていると、「帰
帰宅しにくい」

( A )課長は部長を、(ヒラ)社員は課長
を気にするが、その逆は成立しない

( B )しかし、(ヒラ)は「二個」上の部長
は気にしない

# 3 上司の近くは「帰宅し
にくい」

上司との距離 (例：席の近く)に、影響
を受ける

# 4「帰りにくい」といっても限度がある
超長時間 (例；2時間 )もダラダラと
残業することはない

表4　社員の意思決定テーブル（ファジールール）
私の直上の上司の席から (私の席まで)

凄く近い 近い そこそこ 遠い 凄く遠い

自分の
仕事の
完了後

直後 帰れない 帰れない 帰れない 迷う 帰る

1時間
くらい 帰れない 帰れない 迷う 帰る 帰る

2時間
以上 帰れない 迷う 帰る 帰る 帰る

表2　大統領選挙1万回シミュレーション結果（2）

候補者 勝ち数 勝率
クリントン 4855回 48.55%

トランプ 5076回 50.76%
引き分け 69回

候補者 勝ち数 勝率
クリントン 36回 0.36%

トランプ 9961回 99.61%
引き分け 3回

(a)50.00% : 50.00%の時 (b)49.99% : 50.01%の時
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次に，仮想のオフィスの中に，部長，課長，平社員の
仮想エージェント，合計 49人分を作り（図 5），シミュ
レーションを実施しました．

まず，部長がいない日のオフィスの残業人数の変化を
示します．このように部長がオフィスにいない日は，部
下たちが一定の比率で帰宅している様子がうかがえます
（図 6）．

しかし，部長がオフィスに居座り続ける日は，部下た
ちは帰れなくなっていることが分かります（図 7）．部
長の帰宅時間が遅れるほど，残業する社員も減っていか
ないことも分かります．このシミュレーションによって
“部長という存在”が「残業」を助長することが分かり
ました．（私がそうなるようにプログラムを仕込んだの
ですが，この顕著な結果には，この私が驚きました．）
この「ゆるシミュ」で，「ざっくりとした，しかし，

リアルなオフィスの残業の様子を見ることができた」と
思っています．
私は，「世間を啓発するため」でもなく「正確な定量

結果を得るため」でもなく，ただ，「この私が知りたい
ことを知るため」だけに，シミュレーションをしまし
た．そして，それで十分であると思っています．「正し
い仮説」とか「正確なオブジェクトモデル」とか，そん
なことばかり考えていれば，私の人生は，何もしないま
ま終わってしまいます．

5 三つ目：江端専用ダイエット
シミュレーション

このシミュレーションは，「痩せたければ，食うな」
をきっちりと数字で証明してみせる，という私の執念か
ら始まりました．世の中の「ダイエット本」と言われて
いる内容のいい加減さに，心底頭にきていたからです．
このシミュレーションでは，私の体を張った実証実験も
行いました（図 8）．
（http://eetimes.jp/ee/articles/1505/14/news072.html）

その検証を行う前に，「どのようにダイエットは失敗
0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

1 7 : 3 0 1 9 : 3 0 2 0 : 3 0 2 1 : 3 0 2 2 3 0

[人]

1 8 : 3 0 [時刻 ]

2 0 : 0 0 2 1 : 0 0 2 2 : 0 0

部長帰宅時刻

20:00の場合
21:00の場合
22:00の場合

:

図7　部長が残業している日のオフィスの残業人数の変化

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

17 :30 19 :30 20 :30 21 :30 22. 30

[人]

1 8 :30 [時刻]

“ 2 1 : 0 0 ”に全員帰宅

4 9人

図6　部長がいない日のオフィスの残業人数の変化

まだ帰宅していない部長 まだ帰宅していない社員 帰宅した社員

図５　想定したオフィスの環境

図8　連載イラスト「男女間のダイエットの観点の違い」
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していくのか」を調べてみました．具体的には，「ダイ
エット」という用語を含むニュースヘッダが登場する回
数をフーリエ変換して，「ダイエット」という用語の出
現頻度を調べてみました（図 9）．
この結果，4か月，2か月に強い周期性があることを

発見しました．4か月周期は「新学期 /入社式の 4月」
「水着の 8月」「クリスマス（デート）/正月（太り）の
12月」で理解できましたが，2か月周期の説明ができ
ませんでした．このことから，私は「人間は一つのダイ
エットを，2か月以上続けるだけの根性がない」という
仮説を導き出しました．
次に，私の「体を張ったシミュレーション」では，パ

ソコンの中に，仮想オブジェクトとしての私（バーチャ
ル江端）を作り（図 10），このバーチャル江端に対し
て，現実の江端と同じ，あるいは，無茶苦茶なダイエッ
トをやらせて，どのような現象が発生するかを調べるこ
とを目的としたものです．そして，これも以下のモデル
をプログラムした「ゆるシミュ」をやっただけです（図
11）．

ダイエット後約 20日分の私の体重の変化から導き出
した数値パラメータを使って，その後の体重とシミュ
レーション値を比較してみたら，ほぼ ‘どんぴしゃ ’で
推移していることが判明しました（図 12）．人間という
のは，この程度の簡単なモデル化ができる ‘もの ’ であ
るということに，驚きました．ちなみに，私はこの 1
年間の連載中に，ちまたで騒がれているダイエット方式
についても調べてみましたが，その結果として，私が読
んだ何十冊のダイエット本の全部で，根拠となる理論も
実験データも，1行も記載されていないことを知りまし
た．
この連載の結論として，私は「痩せたければ食うな」

という，「エネルギー保存法則だけが唯一のダイエット
の真実である」と断定しました．（現時点でいかなる反
論も抗議も受けていません．）
これ以外にも，この江端専用の体重シミュレータは，

興味深いことをたくさん教えてくれました．例えば，図
13は，私がこのダイエットを続ければ，200日後に餓
死することを示しています．また，このシミュレーショ

図9　 「ダイエット」という文字が出てくるニュースヘッダ
の傾向

図10　体を張ったシミュレーション

(C )その日の
基礎代謝カロリー

(A)その日の食
事のカロリー－ ＋

－
(B)その日の

運動消費カロリー

その日の
増減
体重( g )

運動
＋
－

体重

÷ 7kcal

図11　ダイエットシミュレーションの構成

図12　シミュレーション結果と実測値の比較

図13　江端がダイエットで餓死する日の予測
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ンは苦しいダイエットを実施する意義も教えてくれまし
た（図 14）．いわゆる「楽々ダイエット」では 1,800
日掛かる減量が，「苦痛ダイエット」なら 150日間だけ
我慢すれば，その後は「楽々ダイエット」に移行しても
体重は戻らないことなども分かってきました．
これが正しいことは，私がリバウンドすることなく現

在も適正な体重を維持できていることからも，「裏」が
取れていると思います．
つまり，「ゆるシミュ」であっても，その結果は，侮

れないということです．また，「ゆるシミュ」を作るプ
ロセスにおいて，私は，どういうオブジェクトを作らな
ければならないか，その上でどんなパラメータが必要で
あるか，どのような外部要素を組み込まなければならな
いかを，最低 1回は真剣に考えなければなりませんで
した．
その上で，「ゆるシミュ」をプログラミングすること

は，その問題（社会システム）を考える上で，100 冊
の本を読むよりも，はるかに深い理解を得ることになる
のです．

6 スケーラブルリアルタイムシ
ミュレーションを実現する手段

さて，ここまで紹介してきた三つのシミュレーション
は，それほど多くのオブジェクトを必要としませんが，
私の本業のシミュレーションでは，実に数十万以上のオ
ブジェクトが，同時に動くシミュレータを作っていま
す．（上記の「ゆるシミュ」は，週末研究員としての，
個人的な趣味です．）
今のパソコンであれば，数十万から百万オーダのオブ

ジェクトを，メインメモリ上に持つことは，それほど難
しくはありません．例えば 100Byte（属性 20～30 個
くらい）のオブジェクトを 100 万個作るためには，単
純計算で 100MByte のメインメモリがあれば足ります．
（今，ノートパソコンでさえ 4GByte くらいのメモリを
搭載しています．）

問題は，オブジェクト間の相互作用を計算するため
の，組合せ爆発と頻度（回数）です．例えば，1,000 万
人都市において，鉄道事故（人身事故）が発生した場
合，その事故発生時に鉄道に乗車していた，数万人の人
間を，数百パターンもある別の交通手段に誘導するシ
ミュレーションを考えてみます．
たった一つのケースを試すだけでも数千万回（数万人
×数百交通手段）のパターンの全てを調べなければなり
ませんが，当然一つのケースを試すだけでは足りず，こ
れを数千から数万ケース調べることが必要となります．
（もう計算が面倒なのでやめますが，）とにかく膨大な計
算時間が必要となるのです．シミュレーションを生業と
している人であれば，御存じかと思いますが，「1時間
分のシミュレーションするために，3時間の時間が必要
となる」というような話は，結構，普通にあります．
分析や解析が目的であれば，別段問題にならないので

すが，例えば，このようなシミュレーションを，リアル
タイムで動き続ける社会システムに組み込もうとする
と，これは大問題です．
鉄道で人身事故が発生したときに，その 1時間後の

未来の状況（今から 1時間後に，どの駅で，あるいは
どの列車の中で，どれだけの人が，どのくらいの時間閉
じ込められているか）などを予測できれば，その 1時
間後の未来に向けて，今すぐに，いろいろ手が打てま
す．（例えば，臨時バスを事故発生直後に準備し始める
ことができる，とか．）
これからの社会システムに，トラブル発生後の，訳の

分からない近未来（例 :1 時間後の未来）を，数秒から
数分で明らかにすることができる「予測」するシミュ
レーションがあれば，有用となるはずです．
社会システムのシミュレーションでは，常に同じ数の

オブジェクトが必要となるわけではありません．例えば
1,000 万人の都市であったとしても，常に 1,000 万人
が電車に乗っているわけではありません．ある時刻に限
定すれば，同時に電車に乗っている人数は 10万人を超
えることはありません．
私の「ゆるシミュ」では，パソコンの中に作る ‘ ひ

と ’や ‘ もの ’のオブジェクトは，必要な時間に生成し，
役割が終ったらとっとと抹消する，という方式を使って
います．これを実現する，超古典的な手法が「動的メモ
リ」と「リスト構造」です．
「動的メモリ」とは，プログラムの動作中にプログラ
ムの要求に応じて，オブジェクト用のメモリを追加／削
除することができる「使い捨てメモリ」です．また，
「リスト構造」とは，この「使い捨てメモリ」を連結す
る「鎖」です．この二つは，リアルタイム性と省メモリ
が要求されるOS自身や制御アプリでは今でも普通に使

図14　無理なダイエットを行う意義
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われています（図 15）．
C/C++言語では，malloc（），free（）というコマン

ドで，動的メモリを生成／消滅させ，シミュレーション
で必要となるオブジェクトを常に必要最小数にすること
ができます．
これらのコマンドを使うことで，シミュレーションの

驚異的な高速化や軽量化が可能となりますが，使い方を
誤ると，OS領域のメモリすら食い尽くす「メモリリー
ク」を引き起こします．メモリリークは，軽々とシステ
ムを破壊しますので，古今東西のプログラマから，忌み
嫌われ続けています．
しかし，大量のオブジェクトを使った，力ずくの社会

システムのシミュレーションを行う場合には，非常に有
効で強力なコマンドですので，リスクを覚悟した上で，
試してみるのもよいかと思います．

7 社会システムシミュレーショ
ンの意義

私は，「社会を理解する方法」には，少なくとも，三
つがあると考えております（表 5）．これらのアプロー
チ（仮説，論理，シミュレーション）には，それぞれメ
リットとデメリットがあります（表 6）．
表 6に示しているように，シミュレーション（力ず

く）は，少なくとも，私のような
・ 仮説や論理を打ち立てるほど，頭も良くなく，数学
的センスもないが，

・ 中途半端で未完成の ‘ もの ’（プロトタイプ）を作
らせたら，めっぽう早くて，コピペ（コピーアンド
ペースト）でプログラムを量産できる

--技術者にとって，「社会を理解する方法」としては，

なかなか便利なアプローチなのです．
もっとも「シミュレーション」というのは，現実世界

との一致を一切保証しない，作り手の自分勝手な世界観
に基づく，“自分だけのワンダーランド”ですので，そ
の無矛盾性や完全性について，「論理」には遠く及びま
せん．
それでも，不毛な「仮説」の議論の応酬よりは，はる

かに建設的であるとは思います．なぜなら，シミュレー
ションを本気で動かすためには，そのシミュレーション
の中に，自分に都合の良い事実だけでなく，自分にとっ
て都合の悪い事実や，不愉快な事象も組み込まないと，
そのシミュレーションは絶対に動き出さないからです．
このように，シミュレーションは，時間も手間も掛か

る，相当に面倒臭い方法ではありますが，基本的には，
その対象が ‘もの ’（有体物）でさえあれば，どんなも

表6　三つの方法のメリットとデメリット

表5　社会を理解する三つの方法

図15　「動的メモリ」と「リスト構造」の概念
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のでも試すことができる，ということは大きな利点であ
ると思っています．

  8  まとめ
（1） このたび，私のブログや連載を御愛読頂いている，

電子情報通信学会の方から寄稿の御依頼を頂き，
私が，私なりに社会を理解する方法として―かな
り“いい加減”で“アバウト”で“緩い”シミュ
レーション，「ゆるシミュ」（筆者が命名）」―に
ついて御紹介しました．

（2） 具体例としては，「米国大統領選挙のシミュレー
ション」「残業発生シミュレーション」「江端専用
ダイエットシミュレーション」について，その概
要を御紹介しました．

（3） たかだか 20～100 行程度の「ゆるシミュ」プロ
グラムが，（a）現象の大雑把な理解をするのには
十分に役に立つこと，（b）社会に対して 1mmも
貢献しなくとも，自分を満足させるのには十分意
であること，（c）その問題の対象を理解するには，
100冊の本を読むよりも，はるかに深いレベルで
理解することができること，を具体例で説明しま
した．

（4） 社会システムシミュレーションは，常にスケーラ
ビリティの問題を抱えており，それゆえ，現実世

界での近未来予測の道具としては使いにくいこと
認めた上で，その問題を解決する手法として，
OSや制御アプリの分野で，現役で使われている
「動的メモリ」と「リスト構造」の概要を説明し
ました．

（5） 社会システムシミュレーションの意義は，仮説に
基づく不毛な議論を回避することが可能となり，
更に，論理化や定式化ができるだけの知性がない
私のような技術者であっても，「社会を理解する
手段」として十分に役に立つことを説明しました．

謝辞　私の脱稿原稿を校了まで面倒を見て頂き，美し
いWeb画面を作成して頂いているEE Times Japan 編
集部の担当の村尾麻悠子様，執筆テーマ方針を御教示下
さる編集長の竹本達哉様に御礼申し上げます．
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1 まえがき
本稿では通信を応用先としたときのフーリエ級数・変

換に関する解説を，厳密性より平易性を重視して行う．
「通信」とは情報を送信側から受信側へ送ることであり，
少ないエネルギーで速く正しく送る手段が求められる．
情報は信号の形にして送信されるが，多くの場合，正弦
波と方形波が情報伝送のための信号として用いられる．
正弦波は無線通信において電磁波を用いるために必要で
あり，方形波は有線通信において 0,1 の離散値を伝送す
るときなどに用いる．これらの波は重ね合わせの原理を
持つため，複数の通信で同時に同じ周波数，時間，空間
や線路を使用することはできない．もし二つの送信者が
同一の周波数，時間，通信路で信号を送ると，受信者は
二つの信号が足されて受信され，どちらの情報も正常に
復元することができなくなる．これを「混信」という．
そのため同一の時間，空間で複数の情報を受信するため
に，信号の周波数をずらすことが行われる．例えばAM
ラジオ放送では電波法により 9kHz間隔の互いに異なる
チャネルが各放送局に割り当てられ，決められた周波数
で電波を送信する．このように，信号の周波数成分を解
析したり操作したりするときに必要な道具がフーリエ解
析である．
以下では２.において周波数成分を表示するスペクト

ルを紹介し，３.，４.において時間領域信号と周波数領
域信号を変換する方法であるフーリエ級数とフーリエ変
換をそれぞれ説明する．そして５.で離散信号に対する
フーリエ変換である離散フーリエ変換を紹介し，６.で
移動通信システムに用いられている離散フーリエ変換の
事例を紹介する．最後に７.でまとめを述べる．

2 片側・両側スペクトル :
2 種類のスペクトル表示法

ある正弦波信号の時間波形を
　v（t）=a0 + a1cos（2π f1 t +θ1） （1）
とする．ここで t sec は時刻，v（t）は電圧，a0，a1

はそれぞれ直流成分と周波数 f1 Hz の余弦波成分の振幅
である．この信号を図 1のように，横軸を周波数 f Hz
として表したものがスペクトルである（1）．ここでV（f）
は v（t）を周波数領域で表したものでスペクトル（正確
にはスペクトル密度であり，４.で詳述する）と言い，
|V（f）|は振幅スペクトル，θ（f）はV（f）の位相スペクト
ルという．つまり，図 1は v（t）に含まれる cos 成分を
図示したもので，周波数が 0 Hz以上の領域で規定され
るため，片側スペクトルと呼ばれる．これは横軸のある
値 f（f ≥ 0）において信号 v（t）の中に cos（2π ft）成分
がどれだけ含まれているかを示したもので，大変分かり
やすい．一方，v（t）をオイラーの公式

を用いて expで表すと

となり，これを図示すると図 2のようになる．これは
両側スペクトルと呼ばれるもので，スペクトル分析器な
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どで広く用いられている．両側スペクトルでは横軸のあ
る値 f（‒∞ ≤ f ≤∞）において信号 v（t）の中に exp
（j2π ft）成分がどれだけ含まれているかを示したものに
なり，複素数のため直感では分かりにくいが， v（t）が
複素関数である場合もスペクトルを表示することができ
る．そして式（2）から v（t）が実数の場合振幅スペクト
ルは y軸対称，位相スペクトルは原点対称になる．片
側スペクトルは cos の集合なので，複素数の v（t）は図
示できない．このように 2種類のスペクトルが存在す
るため，負の fが存在するかどうかを見て片側，両側ス
ペクトルを正しく分類できることが，信号の周波数成分
を正確に把握するために必要である．

3 フーリエ級数展開：
周期信号のスペクトル算出

周期信号の時間波形からそのスペクトルを求める方
法としてフーリエ級数展開が用いられる．任意の周期信
号 v（t）は三角関数の無限級数和で表すことができ，

と分解することができる．ただし T=1/fT は v（t）の周
期であり，係数 an，bn は

で与えられる．この a0，an，bn が周波数 0 Hz（直流）
と nfT Hz における片側スペクトルの成分に相当し，振
幅            　，位相　　　　となる．更にここで，

とすると，式（4），（5）のフーリエ級数は

と複素領域で表すことができる．この Vn は周波数
nfT Hzにおける両側スペクトルの成分となり，v（t）が

実数のときは図 2で述べたようにVn=V*‒n なる複素共
役の関係になる．なお式（4），（5）と式（7），（8）は
一見恒等式のように見えてしまい鶏と卵の関係に感じる
かもしれない．一般的には時間波形 v（t）が与えられた
ときにそのスペクトルを式（5）か式（8）で算出する．
例として，図 3のような方形パルス列がある場合，

その両側スペクトルは図 4のような

という離散的な信号（線スペクトルという）で与えられ
る．なお Sa（x）は sinc 関数と呼ばれる．

4 フーリエ変換：
非周期信号のスペクトル算出

4.1　フーリエ変換とフーリエ級数の違い
非周期信号の周波数成分を求める場合，式（4）の

v（t）の周期をT→∞として孤立波形として計算すれば
よい．ところが式（8）から，このとき全てのVn が 0に
なってしまい，スペクトルを求めることができなくな
る．そこで非周期信号の場合，式（8）のVn を
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とし，単位周波数（1Hz）当りのスペクトルの密度を求
めることで，周波数成分とする．すると式（7），（8）は
 

という形になる．式（11），（12）をフーリエ変換対と呼
び，非周期信号の周波数成分を求めるときに用いる．な
お，式（10）のように，式（12）は式（8）の密度であり
「周波数スペクトル密度」という．困ったことにV（f）
も慣習的に「周波数スペクトル」と呼ばれることが多い
ので混同しやすいが，Vn とV（f）は次元が違うことを
認識しておくとよい．
図 3のような方形パルス列をT→∞とした孤立方形

パルスの場合，そのスペクトル密度は図 5のような
V（f）=AτSa（π fτ） 

という連続信号で与えられる． 

４.２　フーリエ変換の性質 
フーリエ変換には優れた特長があり，代表的なものを

幾つか紹介する．以下フーリエ変換対を v（t）↔V（f）と
表すものとすると，

などがある．時間微分と積分は，周波数領域ではV（f）
の係数となる．これは大変便利な特長であり，時間領域
の線形微分・積分方程式を周波数領域で代数方程式に変
形することができ，簡単に解を導出できる．この性質は
フーリエ変換の親戚のラプラス変換で回路方程式を解く
ために用いられている（2）．畳み込み積分はフィルタに信
号が入力されたときの出力を求めるときに用い，入力信
号 v1（t），フィルタのインパルス応答を v2（t）とすると出
力は v1（t）⊗v2（t）となるが，これを周波数領域で求める
と，信号のスペクトル密度V1（f）とフィルタの伝達関
数V2（f）の積で簡単に求めることができる．パーセバ
ルの公式は，信号のエネルギーが時間領域でも周波数領
域でも保存されていることを意味している．大雑把に言
うと，何か困ったら領域を他方に移せばよいのである．

5 離散フーリエ変換
フーリエ変換の式（12）は積分区間が無限であるた

め，実測による算出は 46億年しか経ていない三次元空
間の地球上では本当はできない．すると我々は真のスペ
クトル密度を得ることはできないことになる．これを解
決し，更に離散的な信号のスペクトルを求めることがで
きる手法が離散フーリエ変換である．
v（t）の区間 0≤ t≤T の間において N 点標本化して得

られた信号を v（k）（k=0,1,…, N-1）とする．このとき
以下の式を離散フーリエ変換対と呼ぶ．

ここで V（n） （n=0,1,…, N-1）は周波数 n/T におけ
る周波数スペクトルであり，パーセバルの公式が成り立
つように式（14），（15）に正規化係数が掛かっている．
図6に両者の関係を示す ＊1．このように実はそれぞれの
区間外は対象時間・周波数の波形が無限に繰り返されて
いるという仮定が離散フーリエ変換にはなされている．
なお，式（14），（15）はどちらもO（N2）の計算量が
必要であるが，高速フーリエ変換というアルゴリズムを
用いるとこれがO（NlogN）と少なくなる（3）．

＊1　正確に図6 に合わせるためには，式（15）の周波数スペク
トルの後半N/2 点を負の周波数として考えるとよい．
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図5　方形パルスのスペクトル密度
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6 高速通信に適した
直交周波数分割多重伝送

6.1　通信路モデルと周波数領域等化
無線通信においては，送信機から送信された電波は空

間上に広がりを持って伝搬するため，受信機では直接波
以外にも反射波，散乱波，回折波などを受信する．これ
らは経路長が異なるため，直接波が初めに受信され，反
射波などが遅延波となって受信される．等価低域系モデ
ル（高周波信号処理が完全であることを仮定し，低域の
情報信号のみを複素数で表現するモデル）における送受
信信号の関係は
r（t）=h（τ ,t）⊗s（t）+n（t） （16）
で表される．ここで s（t），r（t）はそれぞれ送受信信号，

h（τ ,t）は通信路のインパルス応答，n（t）は受信側の雑音
である．h（τ ,t）は遅延時間τ に対するインパルス応答が
時刻 tごとに連続的に変化する時変フィルタであり，あ
る時刻 t1 の例を示したものが図 7（a）である．ディジ
タル通信において t軸方向に標本化を行った場合，1,0
のパルスを送る間隔Tが 4 µs であるとすると情報伝送
速度は 250kbit/s となり，260ns とすると 3.84Mbit/s
となる．つまり Tが短くなると高速情報伝送ができる

ため，現在 Tの値は短くなっている．このとき等価的
なインパルス応答は図 7（b），（c）のようになり，式
（16）に図 7のインパルス応答を適用するとそれぞれ，
低速通信時：
高速通信時：

となる．ここで hlは伝搬路の第 l 遅延波の変動係数
（チャネル係数），Lは遅延波数である．つまり低速通信
時は直接波のみを考慮すればよいが，高速通信時は右辺
第 2項の遅延波の成分が無視できなくなる．一般的に
受信機は送信機が定期的に送信する基準信号により hl
を知ることができ，式（17）の場合受信側で

  
と時間領域でチャネル係数を除算すると伝搬路変動成分
を除去することができ，雑音の影響は残るが s（k）を取
り出すことができる．この伝搬路変動成分を除去するこ
とを等化といい，この場合は時間領域等化という．とこ
ろが式（18）に同じことを行うと，

となり，右辺第 2項の h1以降の遅延波の干渉成分が除

（17）

（18）

5

（19）
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図7　 無線通信におけるインパルス応答とその等価チャネル係数：(a) 実際のインパルス応答の
例，(b) 低速通信時の等価チャネル係数（直接波のみのインパルス），(c) 高速通信時の等
価チャネル係数（遅延波の影響あり）．
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図6　離散フーリエ変換における時間・周波数領域離散信号の関係
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去できず，s（k）が正常に判定できず復号後の品質が劣
化してしまう．つまり高速通信では時間領域等化が正常
に行えなくなるわけである．
ここで４.２の時間移動の性質を用いると，この問題

が解決する．式（18）を離散フーリエ変換すると，

となる．ここで R（n），S（n），N（n）はそれぞれ r（k），
s（k），n（k）の周波数スペクトル，H（n）は伝搬路の伝
達関数である．このように遅延波成分も含めた変動が
S（n）の係数H（n）になるため，式（19）と同じように

として簡単に等化が行える．これを周波数領域等化とい
う．

６.２　直交周波数分割多重（OFDM）伝送
実は現在の無線 LAN，携帯電話，地上デジタル放送，

更には第 5世代移動通信システム（5G）では，高速通信
を実現し受信側で遅延波を含めた伝搬路変動を簡単に等
化するために，式（22）が行えるような伝送方式が用い
られている．これを直交周波数分割多重（OFDM：
Orthog o nal Frequency Division Multiplexing）伝送
という． 
図 8 に伝送システムブロック図を示す．送信側で，

情報信号を各周波数において S（n）として送ることで，
受信側で，高速通信でも式（21）のように表現できるの

で，周波数領域等化によって遅延波の干渉による劣化を
防いでいる．このとき送受信側では高速フーリエ変換対
が用いられており，４.で述べたとおり，時間領域で畳
込みの信号を扱わずに済むため，計算量が抑えられてい
る．

7 まとめ
本稿ではフーリエ級数・変換とその通信への応用につ

いて述べた．高速通信を実現するためにフーリエ変換を
活用した直交周波数分割多重伝送が幅広い通信システム
で実用化されており，5Gでも用いられることになって
いる．

■ 文献
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1 はじめに
大学で学ぶ線形代数の前半のハイライトは連立方程

式の求解と内積の導入による直交性の概念，後半のハイ
ライトは固有値問題と言ってもいいでしょう．本稿で
は，これら線形代数の有用な概念が，実際の工学的問題
でどのように使われているか，最小二乗法と JPEGに
よる画像圧縮の例を用いて解説します．

2 最小二乗法は連立方程式
筆者が小学生のとき，一番嫌だった宿題が，朝顔やひ

まわりの背丈を毎日記録するものでした．夏休みにはし
ばしば記録するのを忘れてしまい，後で前後の値から適
当な値を書き入れたりしていましたが，多くの人はその
ような経験があるのではないでしょうか．（なお，科学
の世界では，それを「ねつ造」といいます．）この作業
を「補間」と言うということは，大学に入ってから知り
ました．また，グラフに点を打った後，定規で直線を引
いたことを覚えています．その直線は，極めて直感的に
引きました．
また，アイスクリームの売上げは気温と関係してお

り，25℃以上の日数の割合を横軸，購入額を縦軸にし
てグラフ上に点を打っていくと，それらは直線に乗って
いるようです ＊1．このような直線を「正確」に求めるこ
とで，宿題はサボれそうですし（サボることを推奨する
ものではありません），アイスクリーム屋さんも仕入れ
の個数にめどをつけられそうです．

2.1　直線の当てはめ
このようにデータに当てはまる直線を探す作業を「回 

帰分析」と呼びます．具体的には，図 1に示すように，

 ＊1 2017 年度のセンター試験「数学Ⅰ」に，そのグラフ
が載っています．

x-y 平面上に K 個のデータの組｛（x（1），y（1）），（x
（2），y（2）），…，（x（K），y（K））｝が与えられたとき，
x から y の値を予測するための直線 y＝ ax＋ b を見付
けます．これによって，観測していない x に対しても，
y の値が予測できるわけです．この直線のパラメータ
（傾き aと切片 b）を見付ける方法の一つが最小二乗法
です．最小二乗法では，予測誤差

e (k) = y (k) - (ax (k) + b)

を考え，その二乗 |e（k）|2 が全てのデータで平均的に
小さくなるようにパラメータを求めます．つまり，評価
関数は aと b の関数であり，

J (a, b) = | y (k) - (ax (k) + b) |2Σ
K

k =1

で与えられます．式（1）を aと bでそれぞれ偏微分して，
それぞれが0になる（a, b）が J （a, b）の最小解です ＊2.

 ＊2 1変数の二次関数を微分して0と置くと最小解が得ら
れるように，多変数の二次関数の最小解は，それぞれ
の変数の偏微分を0と置くことで得られます．

（1）

図1　宇宙の進化の模式図

x

y＝ax＋by（k）
y

ay（k）＋b

x（k）

e（k）

図1　回帰分析における最小二乗法の考え方．
  予測誤差 e（k）の二乗が全ての観測データで

平均的に小さくなるように直線を求める．
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まず，aで偏微分すると，

∂J (a, b)
∂a = 2( y (k) - (ax (k) + b))(-x (k)) = 0Σ

K

k =1

から，

x2 (k) a + b =Σ
K

k =1

x (k)Σ
K

k =1

x (k) y (k)Σ
K

k =1

が得られます．次に，bで偏微分すると

∂J (a, b)
∂b = 2( y (k) - (ax (x) + b))(-1) = 0Σ

K

k =1

から，

x (k) a + Kb =Σ
K

k =1

y (k)Σ
K

k =1

を得ます．式（2）と（3）は aと bに関する連立方程
式なので，これを解くことで，aと b が求まります．

2.2　最小二乗法の線形代数的解法
さて，式（1）は誤差項 e（k）の二乗和です．今，e
＝（e（1），e（2），…，e（K）） なるベクトルを定義する
ことで，式（1）は

J (a, b) = e2(1) + e2(2) + … + e2(K ) = || e ||2 

のように表現できます．ここで， ||・|| はベクトルのノ
ルムであり，高等学校の数学や，また書籍によっては
「ベクトルの長さ」と言われる量です．そこで，e を縦
ベクトルで表現し，各成分をきちんと書き下すと，

e =  

e (1)
e (2)

…

e (K )  

y (1)
y (2)

…

y (K )  

x (1)
x (2)

…

x (K )  

1
1

…

1

y (1) - (ax (1) + b)
y (2)- (ax (2) + b)

…

y (K )- (ax (K ) + b)  

= y- (axa + bxb)

=  

=  -

y

a

xbxa

+b

となります．このように変形したことで見えてくるもの
があります．

・ 誤差ベクトル eとは，与えられた yとベクトル ŷ＝
axa＋ bxb の差を表している．

・ ŷ＝ axa＋ bxb は，xaと xbで張られる平面（部分空
間）上にある．

・ 評価関数 J（a, b） は，yと ŷ の距離を表している．

以上の関係は，それぞれのベクトルの関係を表した図 2 
からも理解できます．そして，xaと xbで張られる平面
上の点のうち，yと ŷ の距離が最も小さくなるのは，ŷ

が y からの垂線の足となることは直感的にも分かりま
す ＊3．つまり，「y－ ŷ が xaと xb そのそれぞれと直交す
る（＊）」ということです．つまり，「ベクトルが直交す
る」という概念が役に立つのです ＊4．
したがって，この条件を書き下すと，

xT
a (y - ŷ ) = 0

xT
b (y - ŷ ) = 0

となります．
ここで，二つ以上のベクトルをまとめて行列化すると

数式上も楽ですし，見通しが良くなります．今，xa と
xb を列ベクトルとして持つ行列 X＝［xa, xb ］を定義し
ます．サイズは K× 2 であることに注意します．そう
すると，ŷ＝ X αと書くことができます．α は aと bを
並べた縦ベクトルです．そうすると，上記の条件（＊）
は，

X T ( y - X α ) = 0

と表現できます．これより，

X TX  α = X Ty

を得ます．式（4）は正規方程式と呼ばれ，この場合は
二元連立方程式になっています．結局，偏微分によって

 ＊3 厳密には射影定理と呼ばれる理論で裏付けられます．
 ＊4 二つのベクトルp とq が直交するとは，その内積が0 

になるということです．すなわちpTq＝0 ということ
です．横ベクトル×縦ベクトルはスカラになることに
注意します．

（2）

（3）

（4）

ŷの存在する
部分空間

ŷ＝X

xa

xb

y

図2　評価関数 J（a, b） は，y と ŷ の距離を測っている．
  距離が最小になるのは，yー ŷ が解の存在する平面

に直交するとき．α は aと bを並べた縦ベクトル．
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求めた式（2）と（3）は，この正規方程式に一致して
います．（確認してみて下さい！）
偏微分の方法より正規方程式による方法がよりすっ

きりしている理由は，その拡張性にあります．この例で
は直線 y＝ ax＋ bでの当てはめを考えましたが，直線
だけでなく，放物線 y＝ ax2 ＋ bx ＋ c やもっと高次の
多項式でデータを当てはめた方がよいかもしれません．
または，y を予測するための要因が一つだけでなく，複
数ある可能性もあります．二つの場合，予測式は y＝
ax1 ＋ bx2 ＋ c となります．これを重回帰分析と呼びま
す．これらの場合でも，行列 Xの列数が増えるだけで，
正規方程式の形は変わりません．
最小二乗法という，一見微積分の問題に見えるもの

が，実は線形代数の問題として解くことができるという
点が，とても興味深いと言えましょう．

3 画像圧縮は直交変換
スマートフォン（スマホ）の時代です．スマホで写真

を撮らない日はないでしょう．写真を撮ったら，LINE
で友達に送ったり，Instagramにアップロードしたりす
ると思います．その際，スマホのデフォルトの設定で
は，画像は .jpg とか .jpeg と呼ばれる拡張子で保存さ
れます．これは，JPEGと呼ばれる画像フォーマットで
保存されていることを示しています．JPEGは画像圧縮
の国際標準規格で，Joint Photographic Experts Group
の略です．この名前から分かるとおり，国際標準を検討
していたグループ名がそのまま規格名になりました．
この JPEG方式ですが，非常に高い圧縮性能を誇り

ます．筆者の iPhone で撮ったある写真は，サイズが
4,032× 3,024 で，1,898,359Byte（約 1.9MByte）で
した．画像の 1ピクセル（画素）は，それぞれ 0～255
の 256 階調の明るさ（輝度値）で表されるので，
255=28 から 8bit=1Byte が必要です．カラー画像なら
RGBの三原色で表現するので，1ピクセル当り 3 Byte
です．つまり筆者の写真は，本来であれば 1枚のデー
タ サ イ ズ が 4,032 × 3,024 × 3 ＝ 36,578,304 ≈
36MByte であるはずです．これが 1.9MByte まで圧縮
されているということは，約 1/19 までサイズが小さく
なっています．

3.1　離散コサイン変換
このような圧縮技術は様々な要素技術が組み合わ

さって可能になったのですが，その中核となるのが離散
コサイン変換（DCT：Discrete Cosine Transform）と
呼ばれる信号変換方式です．DCT は，ベクトル x＝ 
（x0， x1,…, xN-1）の各成分に対して

yk =
(2n + 1)π

2N
2
N

xn ak cos kΣ
N -1

n = 0

で定義されます．ak は定数で，

1　　k ≠ 0

1
2 k = 0

ak =

と定義されます．ここで，yk は DCT係数と呼ばれ，N
個の値を持つ（k＝ 0, 1,…, N-1）ので，やはりベクト
ル y＝（y0, y1,…, yN-1） の成分とみなすことが可能です．
つまり，DCTとは，あるベクトルから別のベクトルに
変換する操作のことです．
逆に，y から x に戻すことも可能です．これを「逆

DCT」（IDCT：Inverse DCT）と呼びます．IDCT は，

xn =
(2n + 1)π

2N
2
N

yk ak cos kΣ
N -1

n = 0

です．
DCTの数学的側面はひとまず置いておいて，DCTの

性質を具体的に見てみましょう．このベクトル xとは，
画像の輝度値の集合です．例えば画像の左上から横に 8
ピクセル分の輝度値を並べたものと考えればよろしいわ
けです．
画像においては，隣接した 8ピクセルなどは目で見

えないほど細かい部分ですから，それらの輝度値は大し
て変わりません．今，八つの輝度値で構成されるベクト
ルが x＝（50, 51, 52, 55, 56, 54, 53, 52）である場合，
式（5）をそのまま計算すると y＝（150, -2, 47, -4.54, 
0.622, 1.06, -0.186, -0.798, 0.0194）となります．
ここから分かることは，次のことです．

・  輝度値のエネルギー総和（二乗和）とDCT係数の
エネルギー総和は等しい．つまり，

　 N-1
n=0

| xn |2Σ ＝ 22,395　であり，また　 N-1
k =0

| yk |2Σ
＝ 22,395　が容易に確認できます．

・ DCT によってエネルギー分布が初めの成分に大き
く偏っています（図 3）．

DCT によって，エネルギーが初めの方の成分に大き
く偏ったので，y の成分のうち，小さい成分（例えば，
振幅が 2以下）を 0にしてもエネルギー総和は変わら
なそうです．そこで，振幅が 2以下となっている，3 
番目以降の成分を全て捨ててみます．「捨てる」とは，
値を 0 で置き換えることで，ŷ＝（150, -2.47, -4.54, 
0, 0, 0, 0, 0）とします．その上で，この ŷに逆変換
（IDCT）の式（6）を適用してみます．このときの
IDCT の結果を，小数点を丸めて（四捨五入して）示す

（5）

（6）
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と，

（50, 51, 53, 55, 55, 54, 53, 52）

となります．xとほとんど違わない値となったことが分
かります．これが圧縮の原理です．y から半分以上の
DCT 係数を捨ててしまっても，逆変換（IDCT）によっ
て元の輝度値をほぼ復元できるのです．これが JPEG
で大幅にデータを減らすことができる理由です．

3.2　直交変換
DCTの変換式（5）と逆変換式（6）は，行列とベク

トルの掛け算になっていることは次のように理解できま
す．まず，

cn,k =
(2n + 1)π

2N
2
N

ak  cos k

を定義します．更に，行列 C ＝（cn, k）を定義すると，
式（5）は　 N-1

n=0
cn, k xnyk =Σ 　または y ＝ C Tx，

式（6）は　 N-1
k=0

cn, k ykxn =Σ 　または x ＝ Cy, と
書き換えることができます．この二つの式から

CC T = IN

が成り立ち（IN は N× N の単位行列），このような行
列のことを直交行列と言います ＊ 5．直交行列で輝度値
（信号）のエネルギーを偏らせて，不要な成分を削るこ
とで信号の情報量を削減する方法を直交変換符号化と呼
んでいます．

3.3　正規直交展開
直交行列 C の列ベクトルを ck（k＝ 0, 1,…, N-1）と

します．そうすると，

 ＊5 このとき，C TC＝IN も同時に成り立ちます．

C = [c0, c1,…, cN-1]

と表現できます．直交性の条件から
cT

k cl = 0  (k ≠ l ), cT
k ck = 1   が成り立ちます．

直交行列の列ベクトル ck のことを，正規直交基底ベク
トルと呼びます．この表現を使うと，DCT係数 yk は

yk = cT
k x

です．また，x＝ Cy から

x = (cT
0 x) c0 + (cT

1 x) c1 + … + (cT
N-1 x) cN-1

を得ます．これを正規直交展開と言います．

3.4　DCTと固有値問題
先ほどは，DCT係数 y のうち，第 0項から第 2項の

三つを残し，残りの 5項は 0にしてから IDCT を実行
しました．これは，式（7）で最初の 3項だけ残して，
残りを打ち切る（0にする）操作と等価です．
ここでは，打切りの効果を見るために，式（7）で一

番最初の項（第 0項）だけ残して，残りを打ち切った
場合

x̂ = (cT
0 x) c0

について，元の信号 xとの誤差を評価してみましょう．
一番簡単なのは，二乗誤差

|| x - x̂||2 = || x - (cT
0 x) c0  ||

2

を評価関数とすることです．特定の信号 x ではなく，
世の中に存在する自然画像で期待値（平均二乗誤差）を
取ってみましょう．そうすると，

J = E || x － (cT
0 x) c0 ||2

 = E [( x － (cT
0 x) c0 )T ( x － (cT

0 x) c0)]
 = E [ xT x － 2(cT

0 x) cT
0 x + (cT

0 x) cT
0 (cT

0 x) c0]
 = E [|| x ||2 － (cT

0 x)2]

 = E || x ||2 － cT
0 Rc0

のように変形できます．E［・］は期待値の記号で，R
＝ E［xxT ］ は，x の相関行列と呼ばれる統計量です ＊6．
この式（8）によって，DCTによる打切り誤差を評価す
ることができます．相関行列Rは大量の画像データセッ
トから推定できますが，自然画像の場合，画素値は 1
階のガウス・マルコフ過程に従うことが知られており，
R の（i, j） 成分が

Ri, j = ρ|i-j|

 ＊6 式（8） における最後の変形は，  （cT
0x）2＝（cT

0x）（xTc0）
とできることによります．

（7）

（8）

（9）
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図3　 x と yの分布．DCTによってエネルギー分布が左に
大きく偏った様子が理解できる．横軸はベクトルの
インデックス，縦軸はベクトルの値を表す．
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のように表現できます．ここで，ρ は相関係数であり，
画素間の相関がとても強い（ ρ～1）ことが知られてい

ます．
今，DCTの第 0列ベクトルの代わりに，任意の正規

直交基底　 K-1
k=0uk 　で正規直交展開する場合を考えま

しょう．その場合，式（8）は，

J = E || x ||2 － uT
0 Ru0 

となります．第 1項の E||x||2 は定数なので，誤差 J を
最小にする u は，　uT

0 Ru0　を最大にします．基底ベク
トル u0 は正規直交なので，　 uT

0 u0 = 1　という制約が入
ります．したがって，J の最大化は，ラグランジュ定数
λ を用いた式

L = uT
0 Ru0 -    (uT

0 u0 - 1)λ

の極値を求めることと等価になります．この関数 Lを
u0 で微分して 0とすることで，

Ru0 =λu0

を得ます．これは固有値問題にほかならず，式（10）
に代入することにより，誤差関数は

J = E || x ||2 －   uT
0 u0 = E || x ||2 － λ λ

となります．つまり式（11） を解いて得られる固有値
のうち，最大固有値に対応する固有ベクトル u0 が誤差
関数を最小にすることが理解できます．
ところで，固有値問題の式（11） を解くと，正規直

交基底　 K-1
k=0uk 　が得られます．相関行列 R の相関係

数ρ が 1 に近付く場合，　 K-1
k=0uk 　はDCTの基底　

K-1
k=0ck 　に近付くことが示されます（1）．これが，画像

圧縮にDCTが用いられる理論的根拠になっています．

4 むすび
最小二乗法による直線当てはめと，画像圧縮における

離散コサイン変換を例に，大学初年次の線形代数が世の
中とどれだけ密接につながっているのか，かなり駆け足
で概観しました．大学で線形代数の単位は取得したけ
ど，逆行列や固有ベクトルの計算の仕方くらいしか印象
にない．これを機に，線形代数をもう一度学んでみよう
と思って頂けたら，存外の喜びです．
なお，学び直すのであれば，洋書で学ぶのは一つの手

です．Strang の名著（2）は工学に必要な線形代数の知識
と考え方が一通り学べる上，解説も懇切丁寧なので，是
非チャレンジしてみて下さい．

■ 文献
（1） R. J. Clarke, “Relation between the Karhunen-

Loeve and cosine transforms,” IEE Proc. F 
（Communications, Radar and Signal Processing）, 
vol.128,  no.6,  pp.359-360, 1981.

（2） G. Strang, Introduction to Linear Algebra, 
Wellesley-Cambridge Press Wellesley, MA, 1993. 

（10）

（11）
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1 はじめに
大学で習うこと，基礎的な内容，その中でも離散数学

が社会の中でどのように役立っているのかを文章にして
ほしい，との依頼を引き受けてしまった．離散数学を道
具として研究に使うことは使うが，非常に限られた部分
である．この通信ソサイエティマガジンの読者なら常識
であることでも，知らないことは多いだろう．しかし，
少しは役に立つこともあるかと思うので，自分の研究の
宣伝もしながら，幾つかの話題について触れたいと思う．

2 群論と演算
群，環，体は英語で group, ring, field となるけれど，

なぜそのような名前なのか，その心が理解できないので
（何となく想像できなくもないけれど）幾ら名前や定義
を聞いてもピンと来ないし，定義もすぐに忘れてしま
う．その他いろいろと重要な群の名称も覚えられない
が，群論を研究しているわけではなく，それで特段困っ
てはいないので，きっとそれはそれでよいのであろう．
ここでは単位元や逆元の存在など細かい定義には触れず
に，応用について語りたいと思う．
回路設計で加算回路や乗算回路などを設計する．回路

の入出力は，普通，電圧や電流である．それらはアナロ
グ値を取る．アナログ値をそのまま演算に用いることも
できるが，回路の実装上，取り得る値には上下限があ
り，素子のばらつきなどをゼロにはできない．区別でき
る値の種類は有限である．時間を使うこともできるが，
出力を得るまでに使える時間は有限で，区別できる時間
の刻みは有限長であるので，有限であることには変わり
ない．
つまり，回路の入出力は，基本的には整数，より正確

には有限長のビット列と考えて差し支えないであろう．
ブール代数の出番である．計算機の中では，固定小数点

や浮動小数点などが使われている．あたかも実数を扱っ
ているような「振り」はしているが，様々な誤差を導入
して整数に丸めているだけである．回路設計の腕の見せ
所は，あるビット列にどの値（の集合）を対応させる
か，その表現上で演算をどのように効率良く実現するの
かになる．
回路設計で，最も厄介なのは，出力が定まらないこと

である．演算結果が桁あふれする．整数の割り算の結果
が整数にならない．エラーフラグでも立てれば対処でき
るだろうが，例外処理は厄介である，処理系によって例
外処理の扱いが異なるため，互換性に欠けるといったこ
とも起こり得る．例外も，ちりも積もれば扱いが複雑に
なる．例外が生じない演算，閉じた演算がよい．
役に立たなければ意味がないが，剰余演算は暗号処理

などでよく使われる．有限集合の上で閉じた演算，しか
も役立つ演算は貴重である．演算結果が表現できる値に
収まる，演算が閉じているということは当然過ぎて気に
しないが，回路設計者にとっても有り難い性質である．
暗号では，逆元を求めることが困難であるという関数

の一方向性も効果的に使われている．ハッシュ関数の一
方向性も，仮想通貨のブロックチェーンで効果的に使わ
れている．一方，画像処理では，様々な画像の解像度を
高める技術が提案されているが，そこでは本来，一意に
は定義できないはずの関数を，超解像関数として定める．
ある画像の解像度を落とすのは（解像度が低いことを

人間に感じさせないで，となると様々な工夫が必要とな
るが）単純な操作で可能である．ある低解像度の画像に
対応する高解像度画像はたくさん存在する．超解像技術
では，実際に最も存在しそうな高解像度画像を選択しな
ければならない．半導体の露光装置では，ウェーハ上に
きれいなパターンを形成するために，マスクパターンに
処理を施す．これも超解像技術の一つである．精密な光
学モデルを用いればマスクパターンから，ウェーハ上に
得られるパターンは計算できる．しかし，所望のパター図1　宇宙の進化の模式図
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ンを得るためのマスクパターンを求めるのは困難であ
る．
例えば，図 1（左）のパターンをウェーハ上に形成す

るために，図 1（右）のマスクパターンを用いる．ただ
し，目標パターンが正確に形成できるわけではないし，
全く違ったタイプのマスクパターンでほぼ同様のパター
ンを形成することもできる．解に多様性があるというこ
とは，追加の評価関数を導入できれば研究の対象になる
ということで，研究者にとってはうれしいが，厄介であ
る．
負の値の表現には多様性がある．今は「2の補数」表

現が用いられることが多い．かつては最上位ビットを符
号ビットとした表現や「1の補数」表現も用いられた．
蛇足になるが「2の補数」表現はなぜ「2の補数」と

呼ばれるのか，その理由は意外と知られていない気がす
る．補数とは，補う数である．3に 7を補う（足す）と
10になる．3を 10にするための補数，すなわち，3の
「10の補数」は 7である．ある数の「2の補数」は，2
にするために補う数である．より正確には，N桁の 2進
数の場合には「2N の補数」と呼ばれるべきところを，1
桁の 2進数の場合を代表例として「2の補数」と呼んで
いるのだろう．ちなみに「1 の補数」は正確には
「2N-1の補数」と呼ばれるべきであろう．

では，なぜ 2の補数表現が用いられるのか．それは
回路実装の効率による．ビット列を符号なし整数とみな
した場合と符号付き整数とみなした場合で，演算結果の
ビット列が同じになるという性質のためである．ビット
列の解釈を変えるだけで同じ回路で演算ができる．かつ
ては，回路規模の削減は，歩留まりを向上させ，コスト
を削減させるため，もっと言えば回路を製造するための
至上命題であった．今は潤沢に回路リソースを使える時
代になってはいるが，場合分けが増えることは，検証の
手間も増え嫌われる．ただ，時代の流れ，標準化の波と
専 用 化 の 波 が 10 年 周 期 で や っ て く る と い う
「Makimoto’s Wave」（2）も念頭に置く必要はあるはずな
ので，現在のトレンドに流され過ぎてはいけない．

3 グラフの彩色問題
グラフは，基本的には 2項関係を表現し，点と点を

辺で結んで定義される（3）．多項関係を表現するハイパ
グラフもグラフの一種であるが，多くの場合は 2項関
係を表現するグラフを考える．グラフの彩色問題では，
通常，辺で隣接する点は異なる色となるように，各点に
色を割り当てる．辺に色を割り当てるといった変種もあ
るが，グラフの定義を工夫すれば，点彩色でほぼ事足り
る．
この彩色問題に関連する話題として，地図の各領域

を，境界が接する領域は異なる色で塗るときに，必要な
色数は 4以下である，という「四色定理」が有名であ
る．長い間この定理は予想のままであったが，今では証
明されたことになっている．といっても，その証明の中
身を本当に理解している人は少ないであろう．
この地図の彩色問題の場合，多色刷りの版木の種類を

少なくすることで地図を安く制作したい，といった実用
的な観点もあったであろう．といっても，飛び地は同じ
色で塗りなさい，となると必ずしも 4色では塗れない．
また，普通の地図は領域の数もそれほど多くなく，4色
あれば塗り分けられたはずなので，単に数学的な興味
だったのかもしれない．
この地図の彩色問題は，領域を点に対応させ，境界線

で隣接する領域に対応する点間を辺で結ぶことでグラフ
を定義すると，グラフの彩色問題となる．対応するグラ
フは辺を交差させることなく平面に描画できる平面グラ
フとなる．四色定理，すなわち，平面グラフは4彩色で
きるということは，よく知られた話だと思う．では，地
球儀は何色で塗り分けられるのか．もちろん，平面も球
面も同じ性質を持つので，4色以下で塗り分けられる．
では，物体の表面に地図が書かれていたら必ず4色以下
で塗り分けられるだろうか．この場合の答えは否である．
昔のコンピュータゲームは画面の上に消えた敵が下

から現れ，左に消えた敵は右から現れた．このような上
下と左右がつながった世界は，球に持ち手が一つ付いた
物体，別の言い方をすればトーラス，分かりやすく言え
ば穴が一つ空いたドーナッツの表面に存在する．このよ
うな世界には 4色で塗り分けられない地図が存在する．
図 2に示す地図では，5領域を 3色で塗っている．

もし上下と左右が隣接しているならば，対応するグラフ
は平面には描画できない非平面グラフになる．このと
き，各点は他の点と隣接し，彩色に 5色必要となる．
平面に描画できるかどうかだけで，必要な色数の大小が
決まるわけではない．図 3では，六つの方形を隣接す
る方形は異なる色となるように 2色で塗り分けている．
この場合も上下と左右が隣接しているならば，対応する

図1　目標パターン（左）とマスクパターン（右）（1）
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グラフは非平面グラフになるが，2色で塗り分けられる．
携帯電話が普及し始めたころ，無線基地局への周波数

（チャネル）割当問題が彩色問題に定式化されるなどし
て議論された．領域を小領域に分割し，それぞれの小領
域を担当する基地局を用意する．隣接する小領域の基地
局に，同じ周波数を割り当てると混信するので，同じ周
波数は割り当てられない．この問題を平面グラフの彩色
問題と考えれば，4周波数で十分となる．もちろん，領
域が隣接しなければ同じ周波数を割り当ててよい，とい
うわけでもない．グラフは平面にならないかもしれな
し，基地局には収容する回線数に応じて周波数を複数割
り当てなければならない，といった条件も付くので単純
ではない．しかし，グラフの彩色問題に関する議論は，
実際の設計に役立っていたのではないかと思う．
集積回路の微細化により，1回の露光でパターンを

ウェーハ上に形成できなくなり，複数回に分けてパター
ンを形成するマルチプルパターニング技術が用いられる
ようになっている．このとき，どのようなパターンも形
成できるとは限らないので，製造技術に合致するパター
ンで回路を実現しなければならない．すなわち，製造容
易化設計が求められる．
様々なマルチパターニング技術はあるが，どの場合も

近接するバターンは同時には形成できないので，パター
ンを点，同時に形成できない近接パターン間に辺を加え
たグラフの彩色問題に定式化されることが多い．複数回

露光によるマルチプルパターニングでは，グラフの点彩
色を求めたら，同じ色で塗られた点に対応するパターン
を形成するためのマスクを色数分だけ作成し，半導体露
光装置でパターンを何回かに分けて形成していく．
多色刷りの地図の版木の枚数が減ったとしても，余り

メリットはないかもしれない．しかし，半導体露光では
マスクを何枚も用いることになるが，1枚の値段は，高
級車とか一軒家の値段になる，となると責任重大であ
る．グラフが 2彩色できるかどうかは，簡単に確認で
きるが，3彩色できるかどうかの確認は，平面グラフで
も難しい（4）．密ではあるけれど，少ない色数で彩色で
きるパターンで，回路を形成したいといった要望にどの
ように応えるのかは今でも課題である．

4 ネットワークフロー
ネットワークフロー問題は，水道管のネットワークで

貯水場（ソース）から海（シンク）まで，単位時間当り
に水をどれだけ流せるか，といった問題が基本となる．
水道管には容量があるため，流せる水の量には最大値が
ある．物流で言えば，製品の供給源（ソース）から需要
家（シンク）まで，物流ネットワークで，単位時間で供
給できる製品の最大量は幾らかとなる．水道管の使用料
の最小化を考えることもある．ソースやシンクがそれぞ
れ複数定義されることもあるが，ソースとシンクがそれ
ぞれ一つの単一ソース単一シンク問題として扱える．
水の量は連続値を取るが，離散数学ということで，整

数値で考えると，水の流れをソースからシンクへ流れる
単位フローに分解できる．水道管には向きがないので，
右から左に単位フローが流れているとき，左から右に単
位フローを流すと，水の流れがキャンセルし，水は流れ
ないことになる．面白い性質である．コンピュータネッ
トワークの中で，様々なパケットが行き交うとき，パ
ケットの中身は異なることが普通なので反対方向に向か
うからと言ってキャンセルできない．単位フローをそれ
ぞれ区別する場合には多品種フロー問題となる．
単品種フローは簡単で，最大フローは簡単に求められ

るし，最大フロー最小カット定理を用いてボトルネックと
なっている部分も分かる．最小コストフローも求められ
る．しかし，多品種フロー問題はNP困難（NP-hard）（用

語）であり，難しいと考えられている問題である（4）．
集積回路の配線問題は多品種フローに定式化できる

が，その定式化でうまく解けたといった例は知らない．
単品種フローは余りに単純で，こちらも使いづらかった
とは思うが，最近は，配線の長さの制御などで，フロー
を使った配線アルゴリズム（5），（6）も提案されている．
図4では，赤端子と青端子を3組接続したい．最小コ

図3　方形パターンと対応するグラフ
（領域の上下と左右が接していたら同じ隣接関係は平面では
実現できないが，２彩色は可能）

図2　領域分割と対応するグラフ
（領域の上下と左右が接していたら同じ隣接関係は平面では
実現できない．彩色には５色必要）

解説　離散数学の応用 291



Technology Reviews and Reports 小特集 社会で活躍する大学で習う数学の基礎知識解　説

ストフローで総配線長最小の左の配線は得られるが，配
線の長さの差が大きい．右のような配線長の差が小さい
配線を得るのは難しいが，フローと発見的手法を組み合
せることで，良い配線が得られるようになってきている．
通信パケットは通信路を占有しないが，時間軸を加え

て考えれば，物理配線と同様に考えることもできる．上
記のような技術が使える場面があるかもしれない．

5 おわりに
今の時代，機械学習やディープラーニングが脚光を浴

びている．しかし，現在のそれらは深い思考で問題に対
処しているわけではなく，大量の演算を効率良く実行す
ることで，複雑な場合分けを適当に，いや適切に行って
いる．複雑さが増し解析が難しくなって，動作の理解が
できずに，知能があるように感じるのかもしれない．知
能とはそのようなものかもしれないが，まだまだ真の知
能が必要とされている部分は大きいと思う．簡単な問題
はほぼ研究し尽くされていて，残っているのは難しい問
題だけのように思われるかもしれない．しかし，世界は
どんどん変化しており，新しい世界では知能が求められ
ているので皆さんの英知を生かしてほしいと思う．

＊NP困難　NPは非決定性の多項式時間アルゴリズムが
存在する判定問題（出力が「Yes」「No」のいずれかであ
る問題）の集合を表し，Nondeterministic Polynomial
（非決定性多項式）の頭文字に由来する．Pは決定性の多
項式時間アルゴリズムが存在する判定問題の集合で，簡単
な問題の集合である．NPに含まれる問題は難しい問題で
ある，というわけでなく，NPは Pを包含する．ここでは

問題に対し，決定性の多項式時間アルゴリズムが存在する
場合に簡単，存在しない場合に（絶対的に）難しいと言っ
ている．
　NPに含まれる問題の中で（相対的に）最も難しい問題
をNP完全という．NP完全と知られる問題はたくさんあ
るが，NP完全である問題の一つが簡単であったならば，
NPの全ての問題は簡単，P=NPとなる．P=NPか否かは，
未解決問題の一つである．判定問題ではないが，その問題
が簡単であるならば，P=NPであることが導き出される場
合に，その問題をNP困難という．多品種フロー問題は，
判定問題ではないので，NP でも NP 完全でもないが，
NP困難である．
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図4　集合対間配線
（左：総配線長最小，右：等長）（6）
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小特集 社会で活躍する大学で習う数学の基礎知識

  1  はじめに
今回の小特集「社会で活躍する大学で習う数学の基礎

知識」では，読者層として主に大学工学部の 1・2 年生
を対象としています．大学の教養課程で習う数学の基礎
科目がどのように社会に生かされているのか紹介し，難
しい式に圧倒されずに，楽しんで勉強してもらえるよう
な内容としています．そのために，実際に社会で御活躍
されている方々に，大学の教養課程で習う基礎数学がど
のように社会・仕事に生かされているか，アンケート調
査を行いました．

　〔アンケート調査内容〕
今回のアンケートでは基礎数学分野を表 1 のように

分類し，次の 5 項目の質問を行いました．
（Q1）年齢区分をお答え下さい．
（Q2） 仕事などで現在役立っている数学の基礎分野（表

1）をお答え下さい．（複数回答可）
（Q3） Q2 に関連して，現在行っている業務内容を公開

可能な範囲でお答え下さい．（例）高周波回路設
計，ネットワークオペレータ，会計業務など．回
答できない場合は「回答不能」と入力して下さ
い．

（Q4） もっと勉強しておけばよかったと思う分野（表 1）
をお答え下さい．（複数回答可）

（Q5） 基礎数学に対する思いを御記入下さい．

  2  アンケート集計結果
2.1　年齢区分（Q1）

Q1 の問いに対して，アンケートに御回答頂いた方の
年齢区分は図 1 のようになりました．

2.2　現在役立っている数学の基礎分野（Q2）
Q2 の仕事などで現在役立っている数学の基礎分野の

60歳代～, 12%

50歳代～, 36%

30歳代～, 19%

40歳代～, 24%

20歳代～, 6%70歳代～, 3%

図１　年齢区分をお答え下さい（Q1）

表１　基礎数学分野の分類

No． 分野

1 代数学

2 複素関数論

3 離散数学（群論，ブール代数など）

4 微積分学

5 線形代数学

6 ベクトル解析

7 確率・統計学

8 幾何学

9 位相幾何学（グラフ理論など）

10 微分方程式論／偏微分方程式論

11 積分方程式論

12 特殊関数論

13 変分学（変分法，汎関数など）

14 ゲーム理論

15 応用数学（フーリエ変換，ラプラス変換，ウェーブ
レット変換など）

「 社会で活躍する大学で習う数学の基礎知識」

アンケート結果
48号小特集編集チーム

ⓒ電子情報通信学会2019
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回答結果を図 2 に示します．一番多いのは「確率・統
計学」，2，3 番目に多いのは「応用数学（フーリエ変
換，ラプラス変換，ウェーブレット変換など）」，「線形
代数学」となっており，次に「微積分学」が続きます．
そのほか，具体的には多変量解析，待ち行列理論などの
回答もありました．

2.3　業務内容 （Q3）
Q3 で御回答頂いた業務内容から分類した業務区分を

図 3 に示します．「高周波関係」は電界シミュレーショ
ン，電波伝搬，光通信を含みます．「通信ネットワーク」
は「高周波関係」よりも上位レイヤのネットワークシス
テムとなります．どちらかに分類するのが適切か迷うも
のも幾つかありました．IT 関係はそれより上位レイヤ
のマルチメディア，データ解析などを分類しています．
アンケートに御回答頂いた方は通信ソサイエティがメイ
ンなので，通信ソサイエティの分野が多いです．

2.4　もっと勉強しておけばよかったと思う分野 （Q4）
Q4 のもっと勉強しておけばよかったと思う分野の回

答結果を図 4 に示します．一番多いのはやはり「確率・
統計学」でした．ほかにも，具体的には情報理論，確率
微分方程式などがありました．思想や考え方をもう少し
勉強しておくべきだったという御意見もありました．

  3   Q2, Q4の年代別，業務区分別の違い
3.1　年代別

Q2 と Q4 について，30 歳代以下，40 歳代以降の年
代別の違いについて分析した結果を図 5 に示します．
年代によらず，重要だと思う分野の傾向は似ています．

3.2　業務区分別
Q2，Q4 について，図 3 の業務区分別の違いについ

て分析した結果をそれぞれ図 6 に示します．業務区分
は物理層に近い「高周波関係（「材料」を含む）」（以後，

「下位レイヤ」と呼ぶ）とサービスに近い「IT 関係／通
信ネットワーク」（以後，「上位レイヤ」と呼ぶ）の二つ
に分けて，Q2，Q4 の傾向の違いを調べた結果を図 6
に示します．

確率・統計学は変わらず需要が高いです．上位レイヤ
ほど確率・統計学が実用的に使われていることが分かり
ますが，下位レイヤでも必要性は高いようです．下位レ
イヤでは上位レイヤに比べて，複素関数論，ベクトル解
析，幾何学，微分方程式論／偏微分方程式論，積分方程
式論，特殊関数論などが多く使われているようで，上位

通信ネット
ワーク，
37%

通信ネット
ワーク，
37%高周波関係，

 45%
高周波関係，

 45%

未回答・分類不能， 8%未回答・分類不能， 8%

材料， 1%材料， 1%

IT関係， 9%IT関係， 9%

図３　業務区分（Q3）
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図２　 仕事などで現在役立っている数学の基礎分野（Q2）
（分類番号は表１）
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図４　 もっと勉強しておけばよかったと思う分野（Q4）（分
類番号は表１）
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（a）役に立っている数学の基礎分野（a）役に立っている数学の基礎分野 （b）もっと勉強すればよかった分野（Q2）の回答（b）もっと勉強すればよかった分野（Q2）の回答
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図５　年代別の違い（分類番号は表１）

（a）役に立っている数学の基礎分野（a）役に立っている数学の基礎分野 （b）もっと勉強すればよかった分野（Q2）の回答（b）もっと勉強すればよかった分野（Q2）の回答
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レイヤでは下位レイヤに比べて離散数学（群論，ブール
代数など），確率・統計学が多く使われているようです．

  4   基礎数学に対する思いの回答（Q5）
基礎数学に対する思いとともに，若い方へのメッセー

ジも含まれています．非常に多く御回答頂いたため，意
味が変わらない範囲でまとめさせて頂きました．

数学は自然科学，電気・電子・情報・通信のあらゆる
分野において必要不可欠な学問です．理論の詳細を理解
することは難しいかもしれませんが，定義，定理，公
式，計算法などを使いこなせるよう，しっかりと勉強す
ることが必要です．教える方も無味乾燥な定義と数式の
羅列にならないことを望みます．（N.N.） （T.A.） （K.S.） 

（C.O.） （H.H.） （T.H.） （T.K.） （K.H.） （M.U.） （H.H.） 
（Y.T.） （S.O.）

純粋な数学の問題として解くのではなく，工学に応用
したときに一気に見通しが良くなる感覚を体験できる
と，基礎数学の勉強のモチベーションが上がると思いま
す．数学は様々な応用をまとめて整理したものであり，
そのことが分かると有用性が理解できました．（S.Y.） 

（T.T.） （K.S.） （T.I.） （K.N.） （T.K.） （J.T.） （S.N.） 
（F.Y.） （M.O.） （N.N.）

基礎数学の力は必ず必要なのですが，大学時代はなか
なか気付きませんでした．社会に出てからも数学は大い
に威力を発揮し，楽しさが分かるようになりました．数
学ができる人は社会に出ても重宝されます．（N.H.） 

（K.M.） （N.K.） （T.Y.） （K.T.） （Y.K.） （R.K.） （Y.N.） （S.I.）

仕事を始めてから，「数学は役に立たない」のではな
くて，「どう役立てるかに本人の創造力が試される」も
のだったのだと気付きました．思いもよらないところ
で，昔勉強した数学が出てくることも多いです．仕事で
活用されると，興味が湧いてきて理解が進みました．基
礎数学などの基礎知識は若いとき（学生時代）にしっか
り 勉 強 し て お く と い い で す．（J.N.） （S.I.） （T.M.） 

（Y.T.） （Y.A.） （S.K.） （Y.Y.） （N.M.） （N.K.） （I.N.） 
（S.N.） （M.Y.）

数学を学ぶことで，ビジネスのあらゆる面で必要とな
る論理的思考力を習得できます．（K.S.） （K.I.）

明確に原理が分かっていない複雑な現象を扱う場合
には，確率・統計学は非常に重要と思います．学生時代
に扱う時間が少ない割にすごく重要なことが社会に出て
分かりました．（I.Y.） （T.O.）

  5  まとめ
大学学部生に基礎数学の重要性と楽しさを知っても

らうため，アンケート調査を実施しました．確率・統計
論は重要であると考えられていることも確認できまし
た．また，基礎数学に対する思いと大学学部生の基礎数
学科目学習のための多くの助言を頂きました．本アン
ケート調査が基礎数学学習の参考になりましたら幸いで
す．

謝辞　お忙しい中，アンケートの回答に御協力頂いた
皆様，アンケート依頼のメール配信に御協力頂いた研究
専門委員会の皆様に感謝致します．
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