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ご あ い さ つ

FR誌の将来像：より多く，より若い読者へ
Future Vision of Fundamental Review :

To More and Younger Readers

FR編集委員長 関 屋 大 雄

Fundamental Review 誌（FR 誌）の第 15 巻から編集
委員長を仰せつかることになりました．FR誌は電子情報通
信学会基礎・境界ソサイエティ（ESS）のソサイエティ誌
として，2007 年に創刊されました．その後，2014 年に
NOLTAソサイエティ（NLS）が発足し(1)，ESS，NLS両
ソサイエティのソサイエティ誌として，共同編集，出版され
ています．
初代編集委員長の中村先生による創刊時の記事(2)を見ま

すと，FR 誌は「格調高い解説論文」と「学会誌よりも
ESS ローカルな詳細情報」を掲載することを宣言されてい
ます．15年経ったいま，改めて過去の記事を振り返ります
と（例えば，過去の FR誌ベストオーサー賞受賞者一覧(3)を
ご覧ください），時節にマッチしたタイムリーな記事，その
当時の最先端技術（今となっては当たり前なものもあるが源
流を知るうえで重要）の紹介，そして，技術史としても意義
をもつような技術の変遷の解説など，全てが重みのある，ま
さに「拡張高い」論文ばかりであることが分かります．ま
た，それらは電子・情報・通信の広範なトピックをカバーし
ており，ESS，NLSの懐の深さを感じます．
FR誌の論文がこのような充実したラインアップとなって

いるのも，ひとえに ESS，NLSの研究専門委員会の協力に
あります．各委員会から 1年間に少なくとも 1編の解説論
文を企画，推薦頂いています．各分野における日本で最高レ
ベルの専門集団から推薦される論文は，ESS，NLS 会員の
知的欲求を満足するに十二分な，充実した内容となっていま
す．今後もこの編集方針を継続し，更なる誌面の充実を図っ
ていきたいと考えています．
ところで，ESS，NLS の母体である電子情報通信学会は

その理念として「電子情報通信および関連する分野の国際学
会として，学術の発展，産業の興隆並びに人材の育成を促進
することにより，健全なコミュニケーション社会の形成と豊
かな地球環境の維持向上に貢献する」ことを掲げていま
す(4)．この理念に照らし合わせたとき，FR誌も「学術の発
展」「産業の興隆」「人材の育成」に貢献できるソサイエティ
誌でありたいと考えます．その視点から私のイメージする
FR誌の未来像について述べさせて頂きたいと思います．

1．更に多くの方に読んで頂くために

FR 誌は創刊当時から電子版（pdf 形式）で発行していま
す．更に，完全オープンアクセスの形態を取っており，
ESS, NLS 会員以外の方にも広くお読み頂くことができま
す．良質な論説を誰もが読めることは，FR誌の大きな売り
です．ESS, NLS の専門技術を専門外の方に知って頂ける
ことは，「学術の発展」に大きく寄与できるものと考えます．
一方で，完全電子化にはそれなりの副作用もあると考えま

す．（私が最後の世代かもしれませんが）冊子体特有の，「ぱ
らぱら」見て記事と出会うことはほとんどなく，その意味で
「FR 誌を見る」ではなく，「特定の記事を読む」というアク
セス方法が主となっていると思います．これは FR誌に限っ
た話ではありませんが，その意味で「巻・号」の概念の重要
性は年々薄れつつあり，より検索にヒットしやすくする工夫
が必要になってきます．キーワード検索で FR誌の記事に出
会う機会が増える中で，多くの方に FR誌には良質な論説が
多いことを認識してもらえれば，「検索でヒットした記事が
FR誌の論説だった」ではなく，「FR誌の中から論説を検索
する」ケースが増えてくると思います．
FR誌に掲載される素晴らしい論文をより多くの読者に届

けるのは，編集委員会のミッションであると認識していま
す．そのために，よりユーザーフレンドリーな形での記事の
提供を模索したいと思います．例えば，「巻・号」で括るだ
けでなく，専門分野ごとに記事を括ることで新たな価値が創
造されるかもしれません．また，より若い方に読んで頂ける
ようなスマホフレンドリーな記事の提供方法を検討すること
も必要になってきます．これらは，FR誌がオープンアクセ
スであるから可能であり，現在置かれている環境をフルに活
用し，一人でも多くの方に FR誌の論説を読んで頂くような
仕掛けを考えていければと思います．

2．大学生，ジュニア層に向けて

分野を支える人がいなければ，産業の興隆はありえませ
ん．そもそも分野に興味を持つ人がいなければ人材の育成も

IEICE Fundamentals Review Vol.15, No.268



できません．その意味で，ジュニア層が電子情報通信分野に
興味をもつチャンネルは多いほどいいと思います．未来を担
う若者が本分野への興味をもつための入り口となることは，
FR誌にできる貢献の一つと考えます．
FR誌の論説は，専門的知識をもたない方でも理解できる

よう，なるべく平易な内容で執筆して頂いています．しかし
ながら，各論説は研究専門委員会から企画されている，専門
的な内容であり，高校生，高専生，大学生低学年には敷居が
高いことも事実です．産業の興隆のためにも，まずは，大学
生低学年のうちに電子情報通信に関する分野に興味をもって
もらい，各大学で関連分野の研究室を希望してもらうことが
大切であると感じます．そのために，想定する読者層を 1
ランク若年化させた記事，例えば電子・情報・通信分野を平
易な形で俯瞰し，その将来を提示する記事などを企画できな
いかと考えています．
更に，人材の育成を推し進めるには，そもそも中学，高校

での理系離れの流れを緩和し，工学系に進学してもらうこと
が重要です．現在電子情報通信学会では，近年ジュニア層
（中学生，高校，高専）向けに，様々な取り組みが行われて
おり，学会としても本腰を入れて対応しているところとなり
ます．筆者も過去に通信ソサイエティのソサイエティ誌で，
ジュニア層向けの特集企画を進めた経験があり(5)，ジュニ
ア層へのアウトリーチの重要性を肌で感じています．将来的
には FR誌も ESS，NLSのジュニア層向けアウトリーチの
一翼を担うことが求められるであろうと感じており，そのた
めの布石を打っていければと思います．

＊＊＊＊

FR 誌はソサイエティ誌として，ESS，NLS 会員への
サービスとして提供するとともに，電子情報通信分野におけ
る知的興味を日本全体から呼び起こす起点となれば理想的で
す．知の集約から新しい技術，産業への展開につながるポー
タルとなるべく，微力ながら尽力していく所存です．
今後も FR誌に向けて更なるご支援を賜れれば幸いです．
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力学系理論に基づく粒子群最適化法の
解析
Analysis of Particle Swarm Optimization Method Based on Dynamical Systems

神野健哉 Kenya JIN’NO

アブストラクト 粒子群最適化法 (PSO) は目的関数の情報が明示的に与えられていないブラックボックス最適化問題の最も

効果的な解法の一つである．PSOは多数の粒子が互いに有するパラメータの良解位置情報を共有しながら最適解を探索す

る．このように多数の探索個体が協力して最適解を探索する手法は群知能最適化と呼ばれる．群知能最適化では，「探索

（exploration）」と「活用（exploitation）」とのバランスが重要である．しかし，PSO では，各パラメータがどの程度探索

と活用に影響を与えるかの詳細が不明である．そこで，我々は確率的な要素を排除した決定論的 PSOを提案し，この PSO

のダイナミクスを力学系理論を用いて解析した．決定論的 PSOの各粒子は，その固有値によって動きが決定される．この

動きを明確にするために，正則化された位相空間上で探索を行う正準系決定論的 PSOを提案し，その動作の解析を行って

いる．これらの分析の結果，探索と開拓のためのパラメータ，すなわちグローバルな探索能力とローカルな探索能力に何が

帰属するのかを明らかにする．この結果に基づき，我々は局所探索能力を向上させた非線形マップ最適化（NMO）を提案

している．本稿では，これまでの研究の背景を概説し，非線形マップ最適化の解探索能力について考察する．

キーワード 粒子群最適化，力学系理論，決定論，固有値，ダイナミクス，非線形写像

Abstract Particle swarm optimization (PSO) is one of the most effective optimization methods for the black-box optimiza-

tion problem. PSO involves a large number of particles that share information with each other to search for an optimal

solution. The method in which a large number of search individuals cooperate to search for an optimal solution is called

swarm intelligence optimization. In group intelligence optimization, the balance between exploration and exploitation is

important. However, in PSO, it is unclear to what extent each parameter affects exploration and exploitation. Therefore,

we proposed a deterministic PSO without probabilistic elements and analyzed the dynamics of PSO using the dynamical

systems theory. Each particle in deterministic PSO has its motion determined by its eigenvalue. To make this motion

clearer, a canonical deterministic PSO on a regularized phase space was proposed. The results of these analyses clarified

what is attributed to the parameters for exploration and exploitation, i.e., global and local search capabilities. On the

basis of this fact, we proposed a nonlinear map optimization (NMO) with improved local search capability. In this paper,

we present the background of our proposal and consider the solution-search capability of NMO.

Key words Swarm Optimization, Dynamical System Theory, Deterministic, Eigen Value, Dynamics, Nonlinear Map

1. は じ め に

任意に与えられた目的関数の最適値を求める「最適化問題」

は，工学分野において非常に重要な問題である．最適化問題は，

設計変数が離散値である離散型最適化問題と，設計変数が連続

値である連続型最適化問題に大別することができる．このうち

連続最適化問題では，目的関数の勾配情報を利用して最適解を

探索する勾配法が広く用いられている．しかしながら最適化す

べき目的関数が明示的に与えられていない場合，目的関数の勾

配を用いることができないため，最適解探索に勾配法を適用す

神野健哉 正員：フェロー 東京都市大学情報工学部知能情報工学科
E-mail kjinno@tcu.ac.jp

Kenya JIN’NO, Fellow, Member (Dept. of Intelligent Systems, Fac-
ulty of Information Technology, Tokyo City University, Setagaya-ku,
158-8557 Japan).

電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ
Fundamentals Review Vol.15 No.2 pp.70–79 2021 年 10 月
c©電子情報通信学会 2021

ることができない．このような問題は「ブラックボックス問題」

と呼ばれる．本稿では，ブラックボックス問題の解法に注目す

る．ブラックボックス問題を解決するために，様々な手法が提

案されている（1）．

群知能 (Swarm Intelligence, SI) アルゴリズム（2），（3）はブ

ラックボックス問題に対して多数の単純な探索個体が相互に情

報を交換しながら最適解を探索する探索アルゴリズムである．

SI アルゴリズムには，蟻コロニー最適化（Ant Colony Opti-

mization, ACO）（4），人工蜂コロニーアルゴリズム（Artificial

Bee Colony, ABC）（5），蛍アルゴリズム（Firefly Algorithm,

FA）（6），カッコー探索（Cuckoo Search, CS）（7），粒子群最適化

（Particle Swarm Optimization, PSO）（8）～（10）など生体をモデ

ルとして考案された数多くのアルゴリズムがある．多くの SIア

ルゴリズムは PSO をベースとしているものが多いため，本稿

ではこれらの SI アルゴリズムの中で，PSO アルゴリズムに注

目する．

PSOは，各次元の各粒子の挙動が二次形式で記述される高次

70 IEICE Fundamentals Review Vol.15 No.2



元系であるため，非常に多彩な挙動を示す．また，動作に確率

的な要素が加わるため，その挙動の厳密な解析は容易ではない．

このため PSOから確率的要素を排除し，決定論的とした系の挙

動について，幾つかの解析が行われている．Clercと Kennedy

は，決定論的 PSO を用いて各粒子の探索範囲が発散せずに探

索を行うことができる PSO パラメータを特定している（12）．彼

らの決定論的 PSO の解析では，各粒子自身がこれまでに発見

した最適パラメータ情報 pbest と群の中でこれまでに発見され

た最適パラメータ情報 gbest は変化しないという「停滞仮定」

が適用されている．Cleghorn と Engelbrecht は，これは実際

の PSOの挙動と決定論的 PSOの解析結果が異なる原因である

と指摘し，この gbestと pbestに弱いカオス振動を印加し，粒

子が発散せずにアトラクタに収束するような振る舞いをするパ

ラメータを解析している（13）．これらの決定論的 PSOの結果は，

従来の PSOの局所的ダイナミクスの解析をしたものである．

これに対し我々は確率的要素に依存しない大域的な最適化シ

ステムとして決定論的 PSO のダイナミクスを解析した．また

決定論的 PSOは，乱数生成を必要としないため，従来の PSO

よりもハードウェア化が容易である（14）～（16）ことから，単に確

率論的 PSO のダイナミクスの解析のためではなく，決定論的

PSOそのもので最適解探索を行うことを検討する．そのため決

定論的 PSOの挙動を力学系理論で解析した（17）～（21）．

このように PSO を決定論的システムとして解析を行ったの

は，私が学生であった当時所属していた研究室では電子回路に

よるカオス発生回路の研究が精力的に行われており，自分の周

りで決定論的システムの解析を行っていた同期生がいたことが

非常に大きいように思われる．一見確率論的に動くシステムも

実は決定論的システムであり，それを解析する姿を見ているう

ちにシステムの動作の本質を決定論的システムとして考えるよ

うになったのだと思われる．そのような背景から確率論的シス

テムである PSOを決定論的システムで記述し，解析を行い，更

にはカオス現象をシステムに導入した非線形写像最適化を提案

するに至っている．本稿ではこのような経緯もあり，PSOの基

本的な探索特性を力学系理論で解析した成果を紹介する．

2. 粒子群最適化法

粒子群最適化法 (PSO)は Kennedyと Eberhartによって提

案された（8），（9）．PSO はブラックボックス最適化に対して非常

に強力な最適化法である（22）～（27）．PSOの探索ダイナミクスは

次式で記述される．

vj(t + 1) = wvj(t) + c1r1 ◦ (pbestj(t) − xj(t)
)

+c2r2 ◦ (gbest(t) − xj(t))
(1)

xj(t + 1) = xj(t) + vj(t + 1) (2)

ここで w >= 0は正の慣性係数，c1 >= 0, and c2 >= 0は加速度係

数，r1 ∈ [0, 1]N , r2 ∈ [0, 1]N は N 次元の一様分布乱数であ

る．xj(t) ∈ �N は t時点における j 番めの粒子の N 次元の設

計変数空間内の位置ベクトルを，vj(t) ∈ �N は t 時点におけ

る j 番めの粒子の速度ベクトルを表す．pbestj(t) ∈ �N は t

時点までの j 番めの粒子がこれまでに発見した設計変数空間内

での最も最適なパラメータの位置ベクトルを，gbest(t) ∈ �N

は t 時点までの粒子の群の中で発見した設計変数空間内での最

も最適なパラメータの位置ベクトルを表す．

各粒子は，これまでに発見した目的関数値が最適となった最

適パラメータ情報 pbestj と群の中でこれまでに発見された最

適パラメータ情報 gbestの情報を記憶する．これらの情報をも

とに，粒子は N 次元の設計変数空間を式 (1)，(2) に従って移

動しながら最適な解を探索する．つまり，全ての粒子は，現在

の目的関数の最良の値に向かって移動する．

探索は式 (1)，(2) に従うため PSO のパラメータは非常に重

要な役割を果たす．このような PSOの探索能力は，慣性係数と

加速度係数に依存する．加速度係数には乱数が乗じられている

ため，このシステムは確率的なシステムである．このような確率

的なシステムの動作の厳密な解析は困難である．そこで，Clerc

と Kennedy は簡素な決定論的 PSO システムを提案し，その

ダイナミクスを理論的に解析している（12）．この単純な決定論的

PSOシステムは，確率的な要素を含まない，つまり，元の PSO

システムに含まれる確率的なパラメータを固定値にしたもので

ある．彼らは離散時間力学系を代数的な観点から解析し，連続

時間力学系とみなした力学系を解析的に分析している．このよ

うな解析結果から，以下のような PSO の解探索に有効なパラ

メータを推奨している（12）～（25）．

{
w = 0.729,

c1 = c2 = 1.49445.
(3)

一方，我々も決定論的 PSOを提案し，PSOの解探索ダイナ

ミクスを力学系理論に基づいて解析している（17），（18）．我々は決

定論的 PSO の探索ダイナミクスは，慣性係数と加速度係数で

決まるシステムの固有値に依存することを明らかにした．そし

てこの固有値を制御することで，PSOの探索性能を制御するこ

とができることを数値実験で明らかにした．この結果を基に固

有値を容易に制御できる正準型決定論的 PSO を提案し，その

動作の解析を行った．この結果は次章に示す．

3. 決定論的 PSO (D-PSO)

PSO のそれぞれの粒子は，これまでに発見した pbest と

gestで構成されたベストポイントに向かって移動する．本稿で

は，これらをまとめた以下の pをベストポイントとする．

pj(t) = γpbestj(t) + (1 − γ)gbest(t) (4)

γ =
c1

c1 + c2
(5)

γ は pbestと gestの混合比を決定するパラメータである．

粒子の各次元変数は独立であるため，一般性を損なわずに一

次元のみの場合を考えることができる．そこで以下では一次元

のシステムとして議論する．

式 (1)で定義される従来の PSOのダイナミクスから確率要素

を取り除いた一次元の決定論的 PSO は，次のような決定論的

な行列形で記述できる．
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[
vj(t + 1)

yj(t + 1)

]
=

[
w −c

w 1 − c

][
vj(t)

yj(t)

]
(6)

ここで yj(t) = xj(t) − pj(t), c = c1 + c2 である．

一次元の決定論的 PSO の粒子のダイナミクスは式 (6) の固

有値によって特徴付けることができる．固有値 λ は次式で与ら

れる．

λ =
1 − c + w

2
±
√

(1 − c + w)2 − 4w

2
. (7)

なおこの一次元の決定論的 PSOのダイナミクスは，式 (6)のよ

うに離散時間系であることに注意する．一次元決定論的 PSOの

解軌道の安定性は，その固有値によって決定される．離散時間

システムの固有値が複素平面上の単位円内に存在する場合，シ

ステムは安定といえる．すなわち

(1 − c + w)2 − 4w >= 0 (8)

である場合，固有値 λは実数となる．この場合，{
|w| < 1

0 < c < 2w + 2
(9)

であれば，固有値は条件 |λ| < 1 を満足し，このシステムは安

定であるといえる．

一方，

(1 − c + w)2 − 4w < 0 (10)

である場合，固有値 λは複素数となる．この場合，

0 < w < 1 (11)

であれば，固有値は複素平面上の単位円内に存在し，システム

は安定であるといえる．

これらをまとめると，一次元決定論的 PSO は図 1 に示す赤

の三角形の領域内にパラメータ w と cが設定された場合に安定

なシステムであるといえる．

この解析結果から，従来の確率論的 PSOでは，加速度係数が

ランダムに決定されるため，システムが不安定状態になる可能

性があることが分かる．不安定状態は解軌道が固定点から離れ

る方向，すなわちを発散方向に動作することを意味する．この

ような動作は粒子を局所解から脱出させることには有効である

が，解軌道が発散してしまう危険性がある．

位相空間での一次元決定論的 PSOの解軌道例を図 2 に示す．

式 (4) のベストポイント p は，この解軌道に対する離散力学系

の固定点とみなすことができる．簡単のため，この固定点を原

点とする．初期値を (x(0), v(0)) = (5.12, 0.00) とする．図 2

に示すように，固有値が複素数である場合，位相空間内での解

軌道は固定点を中心にだ円体の螺旋運動となり，次第に固定点

である原点に収束する．このシステムは離散時間系であるため，

各反復での減衰係数Δと回転角 θ は，その複素固有値によって

次のように導かれる．

Δ =
√

w (12)

図 1 一次元決定論的 PSO のパラメータ w および c

の安定領域

θ = arctan

√
4w − (1 − c + w)2

1 − c + w
(13)

この位相空間内でのだ円体の螺旋運動と最適値探索能力は密

接な関係がある．原点（固定点）から離れた点での動きは大域

探索能力に相当し，原点近傍での動きは局所探索能力に相当す

る．この大域的な動きと局所的な動きとのバランスが，最適値

の探索能力を決定する．これが「探索（exploration）」と「活

用（exploitation）」のバランスに相当する．図 2 に減衰定数を

Δ = 0.95 とし，回転角を変えた場合の位相平面での一次元決

定論的 PSO の粒子の動作を示す．これらは全て安定であるが，

回転角を大きくすることで軌道が広がることが分かる．例えば，

図 2 (c) では，変数 x の範囲が広くなり，原点付近の探索が不

十分である様子が確認できる．これは，元々の一次元決定論的

PSO の位相空間での位置 x と速度 v による探索空間が直交系

ではないことに起因する．そこで主軸を変換し，各軸が直交す

るような正準型決定論的 PSOシステムを考える．

4. 正準型決定論的 PSO (CD-PSO)

一次元正準型決定論的 PSO (CD-PSO) のダイナミクスは次

式のように記述できる．

[
vj(t + 1)

yj(t + 1)

]
=

[
δ −ω

ω δ

][
vj(t)

yj(t)

]
(14)

ここで yj(t) = xj(t) − pj(t)である．

式 (14)は式 (6)を座標変換したものであることに注意する．

このとき式 (14)の固有値 λは必ず複素数となる．
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図 2 決定論的 PSO の位相平面内での解軌道

図 3 正準型決定論的 PSO の位相平面内での解軌道

λ = δ + jω (15)

式 (14)で記述されるシステムは離散時間システムである．離散

時間システムが安定であるためには，システムの固有値が複素

平面上の単位円内に存在する必要がある．したがって，パラメー

タが以下の条件を満たせば，システムは安定であるといえる．

δ2 + ω2 < 1 (16)

パラメータが上記の条件を満足すれば粒子は固定点 pj に収束

する．

これらのパラメータから，減衰係数 Δは以下のように導出す

ることができる．

Δ =
√

δ2 + ω2 (17)

パラメータ δ，ω が条件 (16)を満足しているならば，減衰係数

Δは以下を満足する．

|Δ| < 1 (18)

位相平面上での各粒子の回転角 θ は以下のように導出できる．

θ = arctan
ω

δ
(19)

上述のように，各粒子は位相空間において回転角 θ で回転しな

がら，減衰係数 Δで徐々に固定点 pj に収束していく．

減衰係数 Δ と回転角 θ によって式 (14) は次のように書き換

えられる．

[
vj(t + 1)

yj(t + 1)

]
= Δ

[
cos θ − sin θ

sin θ cos θ

][
vj(t)

yj(t)

]
(20)

一次元正準決定論的 PSO の位相空間における解探索軌道の

例を図 3 に示す．これらの図では，固定点を原点としている．

位相空間の初期値は (x(0), v(0)) = (5.12, 0.00) とした．図 3

に示すように，解探索軌跡は原点に向かって螺旋状に収束する．

図 3 の減衰係数と回転角は図 2 の D-PSOでの解探索軌道と同

等である．

図 2 に示す D-PSOのだ円状の螺旋軌道と比較して，図 3 の

CD-PSO の解探索軌道は円状の螺旋軌道を描くことが分かる．

なお図 2 と図 3 に示す位相空間の横軸が探索領域の座標に対応

していることに注意する．つまり，この螺旋運動を横軸に写像し

た点が実際の探索点となる．この螺旋運動は徐々に縮小し，現

在のベストポイントに向かって収束していく．したがって，ベス

トポイント pj を更新することが大域的探索能力に，ベストポイ

ントの周辺を探索することは局所的探索能力に関係することと

なる（28）．回転角を黄金角に設定すると，探索点が重ならないた

め，基本的な局所探索性能は向上する（29），（30）．またベストポイ

ント pj の更新に伴い，位相空間の回転半径が減衰係数により解

軌道の収束よりも大幅に縮小してしまうことが分かる（28）．この

ため局所探索能力を向上させるためには，探索半径が小さくな

らないことが重要である．しかしながら，従来の PSOでは，ベ
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ストポイントの更新に伴い，この探索半径が常に縮小してしま

う（28）～（33）．これは，探索点の更新が各粒子の座標と速度に基づ

いて行われることに起因する．そこでこの問題を解決するため

に，PSOから各粒子の速度の概念を取り除いたシステムを考え

る．このシステムでは，現在の最適点を中心とした探索は探索

半径パラメータで制御され，最適点の更新によって探索半径が

減少することはない．このシステムは PSOの概念を継承し，局

所探索に非線形写像を用いるため，非線形写像最適化法 (NMO)

と呼ぶ（31）～（33）．NMOの探索半径は減少せず，探索範囲内の探

索点の分布は正規分布に近いという特徴を有する．NMO に関

しては次章で詳細を述べる．

5. 非線形写像最適化 (NMO)

NMOのダイナミクスは次式で記述される（33）．{
θij(t + 1) = θij(t) + γ |cos (θij(t))| + ε

xij(t + 1) = Rij(t) cos(θij(t + 1)) + pij(t),
(21)

ここで xij(t)は t時点での i番めの粒子の j 番めの次元の位置

を表し，θij(t) は t 時点での i 番めの粒子の j 番めの次元の内

部状態を表す．Rij(t)は i番めの粒子の j 番めの次元の探索範

囲である．

pij(t)は次式で決定される最良位置情報である．

pij(t) = ρpbestij(t) + (1 − ρ)gbestj(t) (22)

ここで pbesti(t)は t時点までの i番めの粒子がこれまでに発

見した設計変数空間内での最も最適なパラメータの位置ベクト

ル，gbest(t)は t時点までの粒子の群の中で発見した設計変数

空間内での最も最適なパラメータの位置ベクトルであり，以下

の式で定義される．

pbesti(t) = arg min
xi(τ)

f(xi(τ)) , 0 <= τ <= t (23)

gbest(t) = arg min
i

f(pbesti(τ)) , 0 <= τ <= t (24)

NMOと PSOの違いは，NMOの探索点が単純な一次元の非線

形写像で生成される点である（33）．

NMOの最適解の探索は以下のような戦略に基づき行われる．

簡単化のため，2 個の粒子だけで構成される場合を考える．こ

の 2個の粒子は図 4 に示すように探索空間に配置されていると

する．ここで，1 番めの粒子 x1 が t 時点において現在の群れ

での最良位置情報 gbest(t) を与えるとする．各粒子の最良位

置情報は式 (22)で算出されるため，1番めの粒子の最良位置情

報 p1(t) は群の最良位置情報 gbest(t) と一致する．したがっ

て，1 番めの粒子がこれまでよりも目的関数値を発見しなけれ

ば，1 番めの粒子は最良位置 p1(t) の近傍の矩形領域内を探索

する．この矩形領域の大きさは，t時点での 1番めの粒子の j 次

元め探索範囲パラメータ R1j(t)によって決定される．そして矩

形領域の探索点は，非線形マップによって算出される．効率よ

く多くの点を探索するためには範囲内での探索点が非周期的に

生成されることが望ましい．

2番めの粒子の最良位置情報 p2(t + 1)は式 (22)で計算され

図 4 NMOの解探索方策 pk は k 番目の粒子の現

在の最良点を示す．大域的探索点は pk を基に決

定される．赤と青で示した xk 周辺の矩形領域は

パラメータ Rij(t)で決定される局所探索領域を

示す．

図 4 に示すように変更される．そして 2番めの粒子は，新たに

算出された最良位置情報 p2(t + 1) の近傍の矩形領域内を探索

する．この矩形領域での探索も局所探索とみなすことができる．

群の最良位置近傍では近接最適性原理からこの局所探索領域の

範囲を狭くした方が，より効率的な探索ができる可能性が高い．

このため，探索範囲パラメータ Rij(t)を時間関数として定義し，

時間の経過とともに探索範囲を狭めることも考慮することがで

きる．しかし本稿では，この探索範囲パラメータは定数として

扱う．一方，最良位置情報の動きは，各粒子が有する最良位置

pbesti(t) に応じて大きく動く．この動きが大域的探索能力と

関係する．

最良位置近傍の矩形領域を埋め尽くすように粒子が探索を行

うことで各粒子の局所探索能力が向上するといえる．探索点が

探索領域を埋める能力をもっているかどうかを分析するために，

図 5 に示すような内部状態変数 θij(t)の一次元リターンマップ

を考える．図 5 (a)に γ = 0.40の場合，図 5 (b)に γ = 0.70の

場合の一次元リターンマップの例を示す．一般性を損なわずに，

ここでは簡単化のため pij(t) = 0 の場合を考える．図 5 の一

次元リターンマップの横軸は現在の内部状態変数 θij(t)を表し，

縦軸は次の内部状態変数 θij(t + 1) を表す．このときパラメー

タは R(t) = 1.00，pij(t) = 0 (∀t)，ε = 0.01とした．図 5 に

示す一次元リターンマップは θij(t) = ±2 に二つの固定点があ

るように見えるが，どちらの点も式 (21)から分かるように対角

線から ε 離れているため，固定点は存在しない．つまり，パラ

メータ ε が正の値であれば，この一次元リターンマップは固定

点をもたないため，各粒子は探索を続けることができる．この

一次元リターンマップの傾きは次のように算出できる．

dθij(t + 1)

dθij(t)

=

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 − γ sin(θij(t))

for cos(θij(t)) <= 0,

1 + γ sin(θij(t)) for cos(θij(t)) < 0.

(25)

ここで粒子の探索点の分布を考える．図 5 に示すように，パラ

メータ γ によって一次元リターンマップの傾きが変化する．γ が

0 に近ければ傾きは小さく，γ が大きければ傾きは大きくなる．

図 6 (a)にパラメータ γ の変化による分岐図を示す．図 6 (a)に

おいて横軸はパラメータ γ，縦軸は探索領域における探索点で

ある．γ は，0.1から 0.9まで変化させた．図 6 (a)の分岐図か
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図 5 内部状態変数 θij(t) の一次元写像

ら，この一次元リターンマップには幾つかの窓があることが分

かる．このような窓の領域にパラメータを設定すると，対応す

る探索点の時系列は周期をもつことになり，結果として対応す

る探索点の分布は制限されることになる．

探索点系列の特性を確認するため，図 6 (a) に対応した探索

点系列のリヤプノフ指数を算出する．一次元リターンマップは

次のように与えられる．

xij(t + 1) = h(xij(t), γ). (26)

式 (26)からリヤプノフ指数 λ(γ)は以下のように導出される．

λ(γ) = lim
N→∞

1

N

N∑
t=0

ln

∣∣∣∣ d

dxij(t)
h(xij(t), γ)

∣∣∣∣ (27)

一次元リターンマップのリヤプノフ指数が正の値である場合，そ

の時系列はカオス的な動きを呈する（34）．またリヤプノフ指数が

0 である場合，その時系列はトーラス状態を呈しているといえ

図 6 探索点時系列のパラメータ分岐図とリヤプノフ指

数 (a) パラメータ分岐図 (b) リヤプノフ指数

る．カオス，若しくはトーラス状態である場合，探索点は探索

領域内を埋め尽くすことになる．図 6 (b) はパラメータ γ に対

するリヤプノフ指数を示したものである．横軸はパラメータ γ，

縦軸はリヤプノフ指数を表す．図 6 (b)の結果は，パラメータ γ

の多くの値において，リヤプノフ指数が小さな正の値またはゼ

ロであることを示している．このとき探索点系列の挙動はカオ

スまたはトーラス状態となる．すなわち，探索点が探索範囲を

埋め尽くすように探索をすることとなり，探索範囲内で効率よ

く局所探索を行うことができる．

図 7 は R(t) = 1，ε = 0.01 であるときの探索点の時間発展

を示す．図 7 において，縦軸の中心 xij(t) = 0は現時点での最

良位置を示している．

図 7 (a)に示すように，γ が小さい場合，収束速度は遅くなる．

逆に，図 7 (b)に示すように，γ が大きい場合，収束速度は速く

なる．探索範囲はパラメータ Rij(t)によって制限され，その大

きさは局所的な探索能力に影響を与える．したがって，パラメー

タRij(t)と γは局所探索能力を制御することができる．図 8 は，

NMOの探索点の分布を示したものである．探索点の分布から粒
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図 7 探索点の時系列 探索点の収束速度はパラメー

タ γ で制御される

子が探索範囲を維持しつつ，中央部を集中的に探索しているこ

とが分かる．中央部を詳細に探索することで，局所的な探索能力

の向上につながる．探索点は [pij(t) − Rij(t), pij(t) + Rij(t)]

の範囲に分布している．図 8 は，範囲の中心付近の探索点分布

が非常に高いことを示している．このことから探索個体が高い

近傍探索能力をもっていることが分かる．

6. 探索能力の検討

NMO の解探索能力を確認するため，幾つかのベンチマーク

関数を用いて数値実験を行った．NMO は決定論的システムで

あるため，NMO の探索結果は各粒子の初期位置にのみ依存す

る．したがって，粒子の初期位置の分布は非常に重要である．

局所探索能力の向上により，単峰性関数での最適解探索能力

が従来の PSO よりも向上することを数値実験で確認した．式

(28)は単峰性関数の一つである「2D-Rotated Shift Ellipse関

数」である．このベンチマーク関数はだ円関数の軸を回転・平

行移動させた関数であり，設計変数間の依存関係をもつ．

g1(x, y) = 100
(
(x − 4.3) cos π

6 − (y + 0.6) sin π
6

)2
+
(
(x − 4.3) sin π

6 − (y + 0.6) cos π
6

)2 (28)

式 (28)の関数 g1 最小値は (x, y) = (4.3,−0.6)で 0である．こ

図 8 NMOの探索点分布 探索点分布はパラメータ

γ で制御される

の関数をベンチマーク関数として最適解探索を，3 個の粒子で

構成された NMOで探索する．図 9 はだ円関数値の等高線と粒

子が時間経過とともに探索した点の軌跡を示している．図 9 が

示すようにこのだ円関数値の谷に沿って粒子が最適解を探索し

て様子が分かる．このように，目的関数の谷に沿って探索する

能力は，局所探索能力の向上によって得られた．

次にやはり単峰性関数である式 (29) の「2D-Rosenbrock 関

数」を考える．

g2(x, y) = 100
(
y − x2)2 + (x − 1)2. (29)

この関数には，細長い放物線状の平らな谷が存在する．最適解は

この谷の内側にあるため，一般的には最適解の探索は困難とい

われる．式 (29)の関数 g2 の最小値は (x, y) = (1, 1)で 0であ

る．図 10 はこの関数の関数値の等高線及び 3個の粒子の探索点

の軌跡を示す．その結果，図 10 に示すように NMO の 3 個の

粒子が目的関数の谷の中を谷に沿って探索し，最適解を発見で

きている．これらの結果は，NMOが単峰性関数に対して回転不

変性とスケーリング不変性を有することを示している（19）～（21）．

しかし，これらの不変量に関する理論的な解析は，現時点では
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図 9 Rotated Shift Ellipse関数での各粒子の探索点軌

跡 各粒子は回転角に応じて移動

図 10 Rosenbrock 関数での各粒子の探索点軌跡

不十分である．

次に，多峰性関数の一つである次式 g3 のような「2D-Ackley

関数」を考える．

g3(x, y) = 20 − 20 exp

(
−0.2

√
x2+y2

2

)
+e − exp

(
cos(2πx)+cos(2πy)

2

) (30)

関数 g3 である Ackley関数の最小値は (x, y) = (0, 0)で 0であ

る．図 11 (a)は式 (30)で定義される Ackley関数の関数値によ

る等高線を示し，図 11 (b) はその最小値付近の拡大図である．

この関数は図 11 に示すように最小値の周辺に多数の極小値が存

在する．図 11 に示すように，Ackley関数に対しては NMOの

3 個の粒子は最適解の周辺近くまでは比較的早く移動する．そ

して 2個の粒子は最適解を発見できているが，残りの 1個の粒

子は最適解に到達できていないことが分かる．

以下の式は多峰性関数の「2D-Rastrigin関数」である．

g4(x, y) = 20 + (x2 − 10 cos(2πx))

+ (y2 − 10 cos(2πy))
(31)

図 11 Ackley 関数での各粒子の探索点軌跡 (a) 概形

(b) 最良点付近の拡大図

この 2D-Rastrigin関数の最小値は (x, y) = (0, 0)で 0である．

図 12 に 2D-Rastrigin関数の等高線及び 3個の粒子の探索点の

軌跡を示す．図 12 に示すようにこの関数の関数値平面には多数

の窪みが存在し，かつ各窪みは一定の大きさがある．このため，

各粒子のパラメータ Rij で決まる探索範囲がこの窪みの大きさ

よりも小さい場合，その粒子は窪みから脱出できない．例えば

図 12 の場合，パラメータ Rij は，関数の局所解である窪みの

大きさよりも小さいためここから脱出することができず，最適値

探索が失敗する．このように最適値探索が失敗するのは，探索

範囲の設定が適切でないことに起因する．しかし，ブラックボッ

クス問題では，与えられた目的関数の局所解の設計変数空間内

での大きさが不明であるため，あらかじめ適切な探索範囲を設

定することはできない．このため自律的に探索範囲を設定でき

るようにする必要があるが，これは現状未解決の問題である．

以上の結果から，非線形写像の効果で NMOの局所探索能力

は向上し，目的関数の微分情報を使用せずに斜面に沿った目的
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図 12 Rastrigin 関数での各粒子の探索点軌跡

関数の最適解を探索することが可能になった．しかし，目的関

数が多峰性関数の場合，設計変数空間内での局所解の大きさと

探索範囲の大きさを自律的に決定する方法が未解決であるため，

最適解の探索が困難である場合がある．

7. お わ り に

本稿では，従来の PSOの挙動を明らかにするために，我々が

提案する正準型決定論的 PSO を紹介し，その動作の解析結果

についても紹介した．更に正準型決定論的 PSO の解析結果に

基づいて，局所探索能力を向上させた非線形写像最適化手法を

紹介し，その解探索能力について考察した．非線形写像最適化

は決定論システムであるため従来の群知能アルゴリズムとは大

きく異なり，解探索の結果は初期値にのみ依存する．しかしな

がら大域的探索能力の向上については，まだ十分な議論ができ

ておらず，この点が今後の課題である．
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解 説 論 文

二つの極値統計モデルを用いた
新生体認証精度評価方式の国際標準化
International Standardization of New Authentication Accuracy Evaluation
Method Using Two Statistical Models of Extreme Value Theory

山田茂史 Shigefumi YAMADA

日間賀充寿 Mitsutoshi HIMAGA

アブストラクト 生体認証技術の進歩により，その精度の高度化が進んでいる．このため，精度評価には膨大な数の生体
サンプルが必要で，生体認証ベンダーにとってその収集コストの増大が課題となっている．収集コスト削減のため，
極値統計モデルを用いた生体認証精度評価方式を研究開発してきた．この精度評価方式が認められ，国際標準化が始
まっている．本稿では，これらの本研究の背景，開発した極値統計を活用した新精度評価方式，極値統計適用のポイ
ントと効果，今後の標準化動向について解説する．

キーワード 生体認証，認証精度，精度評価，誤照合率，Rule of 3，極値統計，精度推定，一般極値分布，一般パレート
分布，Q-Qプロット，少数サンプル

Abstract With the progress of biometric authentication technology, its accuracy is becoming more sophisticated. For this reason, a

huge amount of biometric data is required for accuracy evaluation, and the collection cost is an issue for biometric

authentication vendors. In order to reduce the collection cost, we have been researching and developing biometric accuracy

evaluation methods using extreme value statistical models. These methods have been recognized and international

standardization has begun. In this paper, we will explain the background of these studies, the new accuracy evaluation methods

utilizing the developed extreme value statistics, the points and effects of applying extreme value theory, and future

standardization trends.

Key words Biometrics, Accuracy, Accuracy Evaluation, False Match Rate, Rule of 3, Extreme Value Theory, Accuracy Estimation,

Generalized Extreme Value Distribution, Generalized Pareto Distribution, Q-Q Plot, Small Number of Samples

1. はじめに

様々な企業活動や消費者生活において，ITの利活用が浸
透するにつれ，より安心・安全できめ細かなサービスを効果
的に提供・利用するために，高精度な生体認証（顔，指紋，
静脈，虹彩，音声，署名，歩容などによる個人認証）が利用
され始めている．
生体認証の精度評価方法については，ISO/IEC 19795

（Biometric performance testing and reporting)(1), (2)シリーズ
で規定，推奨されており，多くの生体認証機器及びソフト
ウェアに適用されてきた．一方で，生体認証技術の進展・高
精度化に伴い，その評価には膨大な数の生体サンプル（指
紋，顔，静脈などを取得したデータ）が必要となりつつあ
り，生体認証の研究開発，サービスの性能テスト，システ
ム・機器の認定評価などを実施するにあたって，その精度評
価にかかる収集コストが過大となることがある．

このような状況を受けて，（一社）日本自動認識システム
協会では少ない生体サンプル数で実現可能な新しい生体認証
精度評価方法を検討・開発してきた．その成果を基に，2019

年度より経済産業省からの委託事業を通じ，JTC1（Joint

Technical Committee 1）の生体認証に関する専門委員会
（JTC 1/SC 37；バイオメトリクス）に提案し，2020年 7月
の国際会議で規格作成の作業段階に進むことが承認され，
2023年度の国際規格発行を目指し，2020年 9月から本格的
な議論が開始されることになった(3)．
本稿では，まず生体認証の精度評価方式及び生体認証技術

が広まるにつれて浮き彫りになってきた課題を解説する．次
に極値統計及びそれを活用した新精度評価方式を紹介する．
適用事例に基づいて，ポイントと効果を説明する．新精度評
価方式の標準化の取り組み状況を説明する．
なお，新精度評価方式は，一般社団法人日本自動認識シス

テム協会が経済産業省より受託した「戦略的国際標準化加速
事業（政府戦略分野に係る国際標準開発活動：キャッシュレ
ス取引のセキュリティ性に関わる生体認証精度評価を容易と
する精度評価方法に関する国際標準化）」の研究成果に基づ
いている(4), (5)．

IEICE Fundamentals Review Vol.15, No.280

日本自動認識システム協会バイオメトリクス部会精度評価技術グループ
E-mail yamada.shige@fujitsu.com

Shigefumi Yamada, Japan Automatic Identification Systems Association Biomet-

rics Research Group, Performance testing SIG.

電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ
Fundamentals Review Vol.15 No.2 pp.80-87 2021年 10月
©電子情報通信学会 2021



2. 生体認証の精度評価方式

従来，誤照合率（false match rate : FMR）を算出するに
は，95%信頼区間での誤照合率を求めるための必要データ
数の考え方（3 の法則）によってデータ数が求められてい
る．誤り率が p以下であることを 95%信頼区間で示すには，
3p回規模の試験において誤りが 1回も起きなければよい，
というものである．
これは，国際標準 ISO/IEC 19795-1 (1), (2)に規定されてお
り，生体認証のベンダーが製品を開発するごとに，多数の生
体サンプルで精度を検証しなければならないことを意味す
る．現在の生体認証製品の精度は極めて高く，例えば，誤照
合率を評価するために必要な生体データの個数は表 1のとお
りである．そのため，生体認証ベンダーにとって，生体サン
プルを集めるための収集のコストが重荷になっている．
この原因は，照合スコア分布におけるデータ数の少ない裾
の部分の扱いが不正確なためである．そこで，本稿では，稀
な事象の生起確率に関する統計的推測である極値統計の考え
方を取り入れ，誤照合（他人同士で誤って合致するエラー）
が発生する領域の分布モデルとして，極値統計モデルの一般
極値分布や一般パレート分布を取り入れることで，この問題
の解決を試みる．

3. 極値理論について(6)

極値理論は典型的には，それが起これば非常に大きな災害
が発生するような自然現象，例えば，大雨，大地震，高波，
台風や干ばつなどを対象とし，災害の起こる可能性やその規
模の予測や評価に使われてきた．すなわち，極値理論では，
一般的な統計学応用で注目される母集団分布の主要部分では
なく，裾の部分の極値データに注目して，統計的外挿に基づ
く推定をすることに特徴がある．
本稿で述べる手法では，極値データは 3種類に分類され，

「大きなブロックでの最大データ」，「そのブロックの上位 r

個のデータ」，「観測データの中で十分大きな値を超える全て
のデータ」である．これらのデータに対して当てはめる分布
として，一般極値分布，上位 r個の順序統計量の同時漸近分
布（一般極値分布の派生形），一般パレート分布がある．
これらの分布は，元のデータは互いに独立で同一分布

（independent and identically distributed : i. i. d.），非退化で
あることを仮定する．正規分布や指数分布のように教科書に
出てくる連続分布はほとんどどれかの極値分布の吸引領域に
属することが知られている．

4. 極値統計を活用した新精度評価方式(6), (7)

4.1 新精度評価方式の概要

極値統計は，これまで難しかった他人対の照合スコア分布
の裾を適切にモデル化するために適用される．照合スコア分
布の裾が一般極値分布や一般パレート分布で近似することが
できれば，照合スコアのない区間を外挿することが可能と考
える．
これらの分布モデルを適用するために，照合スコア分布の

裾の極値データを抽出する．一般極値分布や一般パレート分
布などの方法によって，極値データの抽出方法が異なる．図
1(a)は一般極値分布を適用するために抽出した極値データの
一例（典型例）をヒストグラムとして図示したものであり，
(b)は一般パレート分布を適用するために抽出した極値デー
タの一例（典型例）を図示したものである．一般極値分布の
場合，ヒストグラムは一般に単峰性の形状となる．一方で，
一般パレート分布の場合，あるしきい値で元の分布を切るた
め，ヒストグラムは単調減少する形状となる．
これらの極値データに対してそれぞれモデルを適用して最

適なパラメータを推定することで，照合スコア分布を近似す
る．極値分布モデルによる近似が適切であるか否かを判断す
るために，Q-Qプロットの診断図を用いて検証する．適切
である場合には，極値分布モデルを採用して照合スコア分布
の裾を外挿することができ，サンプル数が少ないために，従
来評価できなかった誤照合率を推測して，その結果を評価に
用いることができるようになる．
詳細な手順を 4.2と 4.3で説明する．

4.2 一般極値分布を用いた評価手順

本節では，精度評価に使われるデータセットを複数のブ
ロックに分け，その上位 r位まで極値として取り扱う一般極
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図 1 極値データの例 (a)ブロックの上位 r個のデータ，(b)
観測データの中で十分大きな値を超える全てのデータ．

表 1 誤照合率の評価に必要な生体サンプル数

誤照合率 必要な
照合件数

必要な
生体サンプル数

0.001%

（10万分の 1） 30万以上 775以上

0.0001%

（100万分の 1） 300万以上 2450以上

0.00001%

（1000万分の 1） 3000万以上 7746以上



値分布（Generalized Extreme Value distribution : rGEV）を
用いる評価手順を説明する．rGEVは位置 μ，尺度 σ，形状
ξの三つのパラメータをもつ．
（1） 極値データの抽出
解析に用いる極値データを抽出するために，照合スコアの
集合を分割するためのブロックサイズ nと各ブロックで上
位から抽出する個数 rを選定する．m×n個のデータが極値
データとして抽出できる．図 1(a)は極値データの一例をヒ
ストグラムとして図示したものである．
ブロックサイズ nは，各々のブロックがある程度の高い
照合スコアを含むように選定する必要がある．nを大きな値
にすれば，各ブロックから選定されるため多くの極値データ
が含まれる一方，ブロック数 mが少なくなるため，推定に
用いるための極値データの数が減るというトレードオフの関
係にある．
各ブロックより抽出する個数 rは，大きな値にすれば，よ
り多くの極値データを用いて推定することができるため，精
度の高い推定が期待できる．一方で，あまりに大きな値にす
れば極値データとみなすことができないデータまで推定に使
われることになり，逆に推定精度が劣化する恐れがある．な
お，自然現象を対象とする極値推定では一般的に rは 1～5

が使われることが多い．
（2） rGEVのパラメータを推定
極値データの分布が一般極値分布に従うと仮定して，

rGEVの位置 μ，尺度 σ及び形状 ξの各パラメータを最ゆう
推定法により求める．
（3） 推定結果の診断
パラメータ推定で得られた rGEVモデルが妥当であるか
否かを診断するため，rGEVモデルと推定に用いた極値デー
タ（実測値）の双方のパーセンタイル値をそれぞれ x軸，y

軸にとって Q-Qプロットを作成する．Q-Qプロットは，二
つの確率分布の比較をグラフィカルに行う手法であり，比較
される二つの分布が類似している場合には，Q-Qプロット
内の点は直線 =付近に位置することになる（図 2）．Q-Q
プロットの観察では，特に右上部分について，直線 =と
のかい離の程度に着目してモデルの適合度合いを確認する．
更に，極値データの確率密度関数（Probability Density

Function : PDF）と推定モデルの確率密度関数を同一平面に
プロットして，目視で一致の程度を観察する（図 3）．推定
モデルが実測値に十分に適合していると考えられる場合は推
定結果を採用する．適合度合いが十分でない場合は，ブロッ
クサイズ nと抽出個数 r個を見直して繰り返す．
（4） 誤照合率を推定
得られた推定モデルの確率密度関数を基に，しきい値を設

定したときの誤照合率が求められる．rGEVで推定した誤照
合率をプロットしたグラフの一例を示す（図 4）．視認性向
上のために y軸は常用対数軸でプロットしている．黒の実
線は実測値（推定用極値データ），黄緑色の破線は rGEVに
よる推定値を示す．また，赤い縦線は実測値の最大値
（2.094798）を示しており，それより大きなスコア値は外挿
値であることを示している．
このグラフから任意のしきい値における誤照合率を求める

ことができる．例えば，しきい値を 2.2 に選んだ場合，
rGEVの推定値は 10－7.378498=4.183136×10－8となる．
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図 2 Q-Q プロットの例 x 軸は推定結果のモデルを示し，y

軸は実測値を示す．

図 3 確率密度関数の例 横軸は照合スコア，縦軸は確率密度
関数を常用対数軸で表示したもの．

図 4 rGEVで推定した誤照合率の例 横軸は照合スコア，縦軸
は確率密度関数を常用対数軸で表示したもの．



4.3 一般パレート分布

本節では，精度評価に使われるデータセットにしきい値を
設けて，しきい値を超過するデータを極値データとして取り
扱う一般パレート分布（Generalized Pareto distribution :

GP）を用いる評価手順を説明する．GPは，しきい値 θ，形
状 ξ，尺度 σの三つのパラメータをもつ．
（1） 極値データの抽出
しきい値 θを選定することで，θを超過するデータを極値

データとして抽出する．図 1(b)は極値データの一例をヒス
トグラムとして図示したものである．GPで用いるしきい値
を選択する際には，しきい値を変えながら形状パラメータと
尺度パラメータの推定を行い，しきい値を x軸に推定値を y

軸にしてプロットする．ある値より右で推定値が一定である
とみなせる場合に，それらの最小値をしきい値として決める
ことができる（図 5）．一定であるとみなせる領域が複数あ
る場合はそれぞれを候補として選択する．
（2） GPのパラメータを推定
極値データの分布が一般パレート分布に従うと仮定して，

GP関数の形状 ξ，尺度 σのパラメータを最ゆう推定により
求める．
（3） 推定結果の診断

rGEVと同様に推定結果のパラメータで得られた GPモデ
ルと，推定に用いた極値データ（実測値）を比較することで
推定結果の適合度合いを確認する．
（4） 誤照合率を推定
得られた推定モデルの確率密度関数を基に，しきい値を設

定したときの誤照合率が求められる．

5. 極値統計適用のポイントと効果

5.1 多様な生体認証技術での適用評価

生体認証の精度評価に極値統計が有効であることを示すた
めに，顔認証，歩容認証，音声認証における照合スコアデー
タへの適用を試みた．今回用いた照合スコアデータの詳細を
表 2 (8)～(12)に示す．誤照合率の推定効果を検証するために，
照合スコアデータから少数データ（全件の 10～20%程度が
目安）をランダムに抽出して，rGEVと GPのそれぞれを適
用した．
極値統計の適用が有効であった事例として，顔認証，歩容

認証の照合スコアデータに適用した事例を紹介する．
･顔認証の照合スコアデータの適用事例
今回用いた顔認証の他人対照合スコア分布のヒストグラム

を図 6に示す．このスコア分布から 20%の照合スコア（80

万件）をランダムに抽出して rGEVと GPのそれぞれを適
用した．

rGEV（ブロックサイズ 1000, r=5）で近似した場合の Q-
Qプロットを図 7に，20%の照合スコアデータから推定し
た誤照合率と全件で実測した誤照合率との比較を図 8に示
す．GP（しきい値 θ=0.485）で近似した場合の Q-Q プ
ロットを図 9に，誤照合率の推定値と実測値との比較を図
10に示す．

Q-Qプロットは rGEVも GPも直線 =付近に位置し
ており，照合スコア分布の右裾をそれぞれのモデルでよく近
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図 5 パラメータ推定値をプロットした図
図 6 顔認証の他人対照合スコア分布 x軸は照合スコア，y軸

は頻度（常用対数軸）を示す．

表 2 新精度評価方式を適用した照合スコアデータ

生体認証技術 照合スコア件数
顔認証(8) 400万件

歩容認証(9)～(12) 1373万件
音声認証(8) 1349万件



似できていることが分かる．今回用いた照合スコアデータで
は，5倍程度のデータ数が必要な誤照合率を推定できる見込
みが得られた．
･歩容認証の照合スコアデータの適用事例
今回用いた歩容認証の他人対照合スコア分布のヒストグラ
ムを図 11に示す．このスコア分布から 10%の照合スコア
（約 137万件）をランダムに抽出して rGEVと GPのそれぞ
れを適用した．

rGEV（ブロックサイズ 1000, r=4）で近似した場合の Q-
Qプロットを図 12に，10%の照合スコアデータから推定し
た誤照合率と全件で実測した誤照合率との比較を図 13に示
す．GP（しきい値 θ=79.5）で近似した場合の Q-Qプロッ
トを図 14に，推定した誤照合率と実測値との比較を図 15に
示す．

Q-Qプロットは rGEVも GPも直線 =付近に位置し
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図 7 rGEVを適用した際の Q-Qプロット x軸は rGEVで近
似した推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．

図 8 rGEVによる誤照合率の推定結果 x軸はしきい値，y軸
は誤照合率を示す．20%の照合スコアデータから推定した
誤照合率が赤点線，全件で実測した誤照合率が青実線を示
す．

図 9 GPを適用した際の Q-Qプロット x軸は GPで近似し
た推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．

図 10 GPによる誤照合率の推定結果 x軸はしきい値，y軸は
誤照合率を示す．20%の照合スコアデータから推定した誤
照合率が赤点線，全件で実測した誤照合率が青実線を示
す．

図 11 歩容認証の他人対照合スコア分布 x軸は照合スコア，
y軸は頻度（常用対数軸）を示す．

図 12 rGEVを適用した際の Q-Qプロット x軸は rGEVで近
似した推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．



ており，照合スコア分布の右裾をそれぞれのモデルでよく近
似できていることが分かる．今回用いた照合スコアデータで
は，約 10倍程度のデータ数が必要な誤照合率を推定可能な
見込みが得られた．
以上では，極値統計の適用が有効であった事例を紹介して
きた．一方で，有効とならなかった事例も一部であったた

め，次の事例を紹介したい．
･音声認証
今回用いた音声認証の他人対照合スコア分布のヒストグラ

ムを図 16に示す．このデータでは，非常に高い照合スコア
があり，照合スコア分布が右裾で離散的になっている．この
スコア分布から 10%の照合スコア（約 134万件）をランダ
ムに抽出して rGEVと GPのそれぞれを適用した．

rGEV（ブロックサイズ 1000, r=5）で近似した場合の Q-
Qプロットを図 17に示す．GP（しきい値 θ=2.8）で近似
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図 13 rGEVによる誤照合率の推定結果 x軸はしきい値，y軸
は誤照合率を示す．10%のテストデータから推定した誤照
合率が赤点線，全件で実測した誤照合率が青実線である．

図 14 GPを適用した際の Q-Qプロット x軸は GPで近似し
た推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．

図 15 GPによる誤照合率の推定結果 x軸はしきい値，y軸は
誤照合率を示す．10%のテストデータから推定した誤照合
率が赤点線，全件で実測した誤照合率が青実線である．

図 16 音声認証の他人対照合スコア分布 x軸は照合スコア，
y軸は頻度（常用対数軸）を示す．

図 17 rGEVを適用した際の Q-Qプロット x軸は rGEVで近
似した推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．

図 18 GPを適用した際の Q-Qプロット x軸は rGEVで近似
した推定結果，y軸は極値データの実測値を示す．



した場合の Q-Qプロットを図 14に，推定した誤照合率と
実測値との比較を図 18に示す．

rGEV も GP も Q-Q プロットの右上の領域で直線 =

からかい離しており，照合スコア分布の右裾がそれぞれのモ
デルで適切に近似できていないことが分かる．この事例のよ
うに照合スコア分布の右裾が離散的になっていると，極値統
計の適用が難しいといえる．

5.2 適用のポイントと効果

適用事例を通じて得た，極値統計を用いた新精度評価方式
を適用する際のポイント及び効果をまとめる．
【適用のポイント】
･極値統計の適用には，対象となるデータが “独立同一分
布”であることが必須である．適用の可否は，照合スコ
ア分布の右裾がどのような形状をしているかに依存す
る．今回用いた音声認証のデータのように，スコア分布
の右裾が離散的である場合には，適用するのは難しいと
いえる．
･ rGEV及び GPによる近似結果が適切であるかを判断す
るため，Q-Qプロットなどの診断図を確認することが
重要である．一方で，診断図の見方では評価者の慣れが
必要である．
･ rGEVと GPは，極値データの抽出の仕方とモデルが異
なるが，今回用いた生体認証技術の照合スコアデータで
は，どちらも同様の傾向を示した．今のところは，方式
を意識することなく適用可能であると考える．

【効果】
･照合スコア分布の右裾が “独立同一分布”であれば，指
紋や顔などの生体認証技術の方式に依存せずに適用可能
である．
･照合スコアデータの件数は 5～10倍程度が推定の目安で
ある．

6. 標準化の取り組み状況

ISO/IEC JTC 1の SC 37（バイオメトリクス）の評価方法
を担当するWG5に対し，日本から提出した「少ないサンプ
ル数で実現する生体認証精度評価方法」の New work item

Proposalは可決され，ISO/ICE 5152として国際規格の審議
が開始された．2020年 7月の国際会議で規格作成の作業段
階（Working Draft）に進むことが承認された．2021年 6月
時点では，2nd Working Draftが進行中である．国際会議で
は，米国，英国，フランス，ドイツなど主要国よりコメント
が寄せられ，注目度は高い．

ISO/IEC 5152として，規格化を進めている評価指標及び
報告事項は表 3 のとおりである．Estimated False Match

Rate（EFMR）は ISO/IEC 19795-1で規定されている FMR

及び FNMRと併せて活用することを提案する．

7. 終わりに

本稿では，生体認証技術の精度評価方式が抱える課題，そ
の解決案として極値統計を活用した新精度評価方式，多様な
生体認証技術で得られた照合スコアデータに適用した事例を
通じて得た極値統計適用のポイントと効果，その標準化動向
について解説した．
新精度評価方式は，照合スコア分布の右裾が独立同一分布

であることなど一定の条件を満たせば，生体認証技術の方式
に依存せずに適用可能であるため，非常に有効である．推定
効果は照合スコアデータの件数で 5～10倍が目安となる．
新精度評価方式の標準化に向けては，評価手順の一部で評

価者の慣れが必要であり，今後は属人性を減らしていきたい
と考える．また，適用事例を増やして，どれくらい少数の照
合スコアデータから推定できるかなど適用可能な範囲を明確
化していきたい．
最後に，本稿の適用評価で活用した歩容認証の照合スコア

データをご提供頂いた大阪大学八木康文教授，槇原靖教授，
顔認証及び音声認証の照合スコアデータをご提供頂いた
Idiap Research Institute，国際標準化の推進に貴重な意見を
頂いた検討委員会の皆様に感謝します．
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エッジAIデバイスのハードウェアセキュリティ
Hardware Security on Edge AI Devices

吉田康太 Kota YOSHIDA

藤野 毅 Takeshi FUJINO

アブストラクト 深層ニューラルネットワーク (DNNs)などの機械学習技術 (以降 AI技術と呼ぶ)は，画像認識をはじめとする

様々なタスクにおいて非常に高い性能を発揮しており，本技術の社会実装が今後更に加速することが予想される．自動運転

車や監視カメラなど，安全やセキュリティに関わる分野に AI技術を導入するためには，誤動作の誘発・プライバシー情報

の窃取などを目的とした AIに対する攻撃手法に対するセキュリティ対策が重要になる．また，学習済み AIモデルは重要な

知的財産であるため，これを保護する手法も実装しなければならない．一方で，監視カメラや自動運転システムのような

プライバシー保護・リアルタイム性が要求されるアプリケーションでは，推論処理を組み込み機器 (以降エッジ AIと呼ぶ)

で実行する必要がある．このようなケースでは攻撃者がエッジ AIへ物理的にアクセスできるシナリオも考慮したセキュリ

ティの確保が求められ，エッジ AI のハードウェアセキュリティという研究分野が 2017 年頃から注目されている．本稿で

は，AI特有のセキュリティ課題及びエッジ AIのハードウェアセキュリティについて，脅威を整理し，更に近年の研究動向

や対策技術を紹介する．

キーワード ハードウェアセキュリティ，機械学習，深層ニューラルネットワーク

Abstract Machine learning technologies such as deep neural networks (DNNs) (hereafter referred to as “AI”) demonstrate

remarkable performance in various tasks such as image recognition, and the implementation of AI in society is expected

to be further accelerated. At this time, it is important to consider security measures against attack methods such as

inducing malfunctions and leaking privacy information on AI, in order to implement AI in safety or security applications

such as those of autonomous driving vehicles or surveillance cameras. In addition, AI models must be protected, because

trained AI models are important intellectual property. On the other hand, the inference process must be executed on

embedded devices (hereinafter referred to as “edge AI”) in applications such as surveillance cameras and autonomous

driving vehicles, which require privacy protection and processing without delay. In these cases, it is necessary to ensure

security by assuming scenarios where an attacker can physically access the edge AI, and the research field of hardware

security for edge AI has been activated since around 2017. In this paper, we review the threats of AI security and

hardware security for edge AI and introduce recent research topics and countermeasures.

Key words Hardware Security, AI, Deep Neural Networks

1. は じ め に

内閣府の科学技術政策として提唱された Society 5.0 では，

サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合が重要とされてい

る（1）．ここで，フィジカル空間からサイバー空間へ収集した膨

大なデータを処理し，フィジカル空間にフィードバックするた

めの中心的な役割を人工知能 (AI)技術（注1）が担うとされている．

AI技術を用いてサイバー・フィジカル空間の融合を実現するた
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めのシステムとして想定される構成を図 1 に，その特性を表 1

に示す．

（ 1） クラウド学習・推論モデル: フィジカル空間に配置され

たセンサから取得されたデータはエッジデバイスを介し

てクラウド側へ送られ，推論結果が同じくエッジデバイ

スを介してフィジカル空間へフィードバックされる．AI

の学習・推論処理はクラウド側で行われるため，推論時

の通信量や通信遅延は大きくなる傾向にあるものの，ク

ラウド側にある膨大な計算資源を活用して大きな AI モ

デルを扱えることが強みとなる．AIモデルの保存・管理

はクラウドサーバ側で行われる．プライバシー保護の観

点では，推論データをクラウドサーバに送信すること自

体が問題となるケースが存在する．

（ 2） エッジAI推論モデル: フィジカル空間に配置されたセ

（注1）：具体的には，深層ニューラルネットワーク (DNNs) などの機械学習技術が

想定される．
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図 1 Society 5.0 を実現するための AI システム構成例

表 1 各 AI システムの特性

クラウド学習・推論モデル エッジ AI 推論モデル 連合学習モデル

クラウド処理 学習・推論 学習 (連合) 学習

エッジ処理 — 推論 学習・推論

リアルタイム性 低い (通信品質に依存) 高い 高い

推論時の通信量 多い 少ない 少ない

AI モデルの機密性 クラウドに依存 配信・保管時の対策が必要 配信・保管時の対策が必要

ユーザデータのプライバシー保護 不利 推論時は保護可能 学習・推論時ともに保護可能

ンサから取得されたデータは，エッジ AIデバイス（注2）内

で推論に使用され，結果はフィジカル空間へフィードバッ

クされる．デバイスで使用する AIモデルはクラウド側で

学習したものが配布される．推論処理がデバイス内で行

われるため，クラウドサーバとの通信を必要とせず，リ

アルタイム性に優れる．一方で，デバイスの処理能力・消

費電力の制約から，大規模な AIモデルの動作は困難であ

る．クラウドサーバで学習させた AI モデルをデバイス

に配布する際，またデバイス内で AIモデルを保存・管理

する際にモデルの窃取及び改ざんのリスクがある．推論

データを外部に送信する必要がないため，プライバシー

情報の漏洩リスクを低くできる．

（ 3） 連合学習モデル: 連合学習 (federated learning) とは，

分散機械学習の手法の一種である．センサから取得され

たデータはエッジAIデバイス内で推論に使用される．AI

モデルはクラウドから配布されるが，収集したデータを用

いてデバイス内での追加学習も行われ，AIモデルをユー

ザに最適化することができる．エッジで学習したデータ

の一部，若しくは使用モデルの差分データなどはクラウ

ドサーバに送信され，クラウド側のモデルの精度向上に

用いられる．AIの推論がエッジ側で行われるため，リア

ルタイム性に優れる．エッジ側で学習処理も行うため，演

（注2）：本稿では，エッジデバイスはフィジカル空間に配置され，インターネットに

接続された IoT デバイスであると定義する．また，その中でもデバイス内に AI を

搭載し，AI の判断がデータを解析・判断するデバイスをエッジ AI デバイスとする．

算性能や消費電力はエッジ AI推論モデルに比べて大きな

ものが要求される．エッジ AI推論モデルと同様に，デバ

イス内で AIモデルを保存・管理する際にモデルの窃取及

び改ざんのリスクがある．推論データを外部に送信する

必要がないため，プライバシー情報の漏洩リスクを低く

できる．

Society 5.0に向けた様々な AIシステムの実装は，用途に応

じて上記の (1)，(2)，(3) の形態が使い分けられると考えてい

る．現在，スマートスピーカーなどに代表されるようにデバイ

ス上で学習・推論するための計算資源を確保することが困難な

ケースでは，(1)クラウド学習・推論モデルが一般的な AIシス

テムの実施形態となっている．一方，今後自動運転車をはじめと

したリアルタイム性が要求されるシステムや，監視カメラのよ

うなプライバシー情報の保護が要求されるシステムでは，エッ

ジデバイス内で推論処理を実行する必要があるため，(2)エッジ

AI推論モデルを使う必要がある．更に，多数のエッジ AIで学

習した結果を最新の AI モデルとして更新していくような用途

では，(3)連合学習モデルが必要となる．

表 1 にある AI モデルの機密性やユーザデータのプライバ

シー保護などのセキュリティ面に着目すると，(1) クラウド学

習・推論モデルがクラウド側のセキュリティに依存する一方で，

(2)エッジ AI推論モデルや (3)連合学習モデルでは，エッジデ

バイスで実行される AI処理時のハードウェアセキュリティを考

慮する必要がある．また，(2)に対して (3)はクラウドに学習の

ためのユーザデータを供給しないという点でプライバシー漏洩

のリスクは低減するが，一方で，エッジ AIで学習を実行するこ
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とに伴う AIモデルの汚染（注3）などの新たな問題も発生する．し

たがって，議論の簡略化のため，本稿では主として (2) のエッ

ジ AI推論モデルを前提とする．

エッジデバイスはフィジカル空間に配置されるため，攻撃者

はデバイスに物理的に接触することができる．例えば，AIモデ

ルの作成・提供者とエッジデバイスの所有者が異なる場合，所有

者がエッジデバイスをリバースエンジニアリングし，AIモデル

情報を窃取したり，改ざんして誤動作を誘発させるという攻撃

シナリオが成立する．このようなセキュリティ課題は，ICカー

ドやスマートフォンで暗号処理を実行するシナリオと類似して

いる．従来の暗号処理では耐タンパセキュアプロセッサの搭載，

TEE (trusted execution environment)環境の構築，リモート

アテステーション技術の導入などの対策が進められてきた．一

方で，AIに関する処理は，暗号処理と比べて扱うパラメータや

計算量が膨大であり行う演算も多様である点，更に後述するよ

うに，誤動作を誘発するための微小な摂動を印加するなど AIシ

ステム特有のセキュリティ課題も存在する点から，暗号処理以

上に複雑なハードウェアセキュリティの研究が必要となる．

本稿の内容は以下のとおりである．2章では，AIシステムを

構成する上でのセキュリティ課題について，国内・国外におけ

る評価の動向を紹介する．3 章では，AI システム特有のセキュ

リティ課題についてその概要を説明する．4章では，エッジ AI

デバイスにおけるハードウェアセキュリティについて紹介する．

5章にて本稿をまとめ，今後の展望について述べる．

2. 日本，及び諸外国における AIシステムの
セキュリティ評価動向

2. 1 国内の動向

「AI自身のセキュリティ・プライバシー問題」を含む AI活用

の社会原則に関しては，国内外で 2016年頃から検討がはじまっ

ており，国内では 2018 年頃から政府や IPA 関連の報告書とし

て内容の明確化がされている．例えば以下のような文書が参考

になる．

（ 1） AI利活用ガイドライン（2）（2019年 8月 発行）

本文書では，「AIソフト」とは，データ・情報・知識の

学習等により，利活用の過程を通じて自らの出力やプロ

グラムを変化させる機能を有するソフトウェア，「AIシス

テム」とは，AIソフトを構成要素として含むシステムと

定義されている．本稿もこの文書の定義に基づいて，「AI

ソフト」のセキュリティ・プライバシー課題を第 3 章で

議論し，エッジデバイスにおける「AIシステム」の課題

を第 4章で議論している．また，本文書では，AIの利用

者が留意すべき事項として以下の 10の原則が記載されて

いる．(1) 適正利用の原則，(2) 適正学習の原則，(3) 連

携の原則，(4)安全の原則，(5)セキュリティの原則，(6)

プライバシーの原則，(7)尊厳・自律の原則，(8)公平性

（注3）：攻撃者に入力された悪意あるデータを AI が学習してしまい，精度が悪化す

ること．

の原則，(9) 透明性の原則，(10) アカウンタビリティの

原則．これらの課題のうち，主として，(2)，(5)，(6)が

本稿に関連する．

（ 2） AI白書 2019（3）(2018年 12月 刊行)

本文書では，AIに関連する知的財産権に関わる制度・政

策の動向 (4.2節)が記載されており，本稿に関連する内容

としては，AIモデルパラメータを含む AIプログラムの

知的財産の扱いが注目される．AIモデルパラメータは学

習データを用いて計算機により作成されている点，新たな

学習データを用いた転移学習 (transfer learning)（注4）や，

蒸留 (knowledge distillation)（注5）などで生成された AI

モデルの作成が可能である点，更に，これらが元のモデ

ルから派生したことを検知することが極めて困難である

点が，従来のソフトウェアと比較して，AI特有の知的財

産保護での課題となっている．AIのセキュリティに関し

ては，5.2.2 項に，「機器上で動作する（組込みシステム

としての）AIに関するセキュリティ対策については検討

途上である」との記載がされている．

（ 3） 情報セキュリティ白書 2019（4）(2019年 8月 公開)

本文書では，「AIのトラストとセキュリティ」(3.5節)

に関して，AIアルゴリズム・学習データ・AIサービスな

どの真正性・品質・安全に関わるトラスト（信頼），及び

セキュリティについて検討状況が概説されており，本稿

の第 3章の内容に関連している．

2. 2 国外の動向

上記のとおり，国内ではAIセキュリティを体系化して詳細に記

述した文書などは現時点ではみられない．一方，国外では AIセ

キュリティに関する具体的な調査検討が進んでいる．特に欧州で

は，ENISA (European Union Agency for Cybersecurity)や

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

が精力的に活動を行っており，AIのセキュリティに関連する報

告書が 2020年以降に相次いで公開されている．ENISAが 2020

年 12月に公開した “AI CYBERSECURITY CHALLENGES

—Threat Landscape for Artificial Intelligence—”（5）では AI

セキュリティの脅威・攻撃の分類を行っており，AIアルゴリズ

ムに対する攻撃だけでなく，本稿第 4 章で紹介するサイドチャ

ネル攻撃などの物理攻撃も分類に含まれている．更に 2021年 3

月に公開された “Cybersecurity Challenges in the Uptake of

Artificial Intelligence in Autonomous Driving”（6）は，自動運

転車において，環境の理解や車両の行動に関する決定などこれま

で人間のドライバーが行っていた作業を，AIに委任する際の潜

在的なリスクについての認識を高めることを目的に作成されてお

り，物体・標識認識AIを誤動作させるよう巧妙に計算された画像

（注4）：既存の AI モデルのパラメータを一部流用し異なるモデルを訓練する手法．

流用先のタスクの学習の効率化 (学習データ量/計算量の低減) などが期待される．

（注5）：既存の AI モデルを教師とし，教師モデルの入出力を元に生徒モデルの学習

を行う手法．典型的な利用法では，大きなサイズ (構造/パラメータ数) の教師モデ

ルを用いて学習し，小さなサイズの軽量な生徒モデルに蒸留することで，単純に生徒

モデルを学習する場合よりも高い精度を得ることが期待される．
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図 2 機械学習システムの概念図と，各エンティティの懸念点の例

表 2 DNN モデルに対する攻撃の分類

名称 目的 手段

回避攻撃 (Evasion attack) モデルの認識精度低下/誤認識の誘発 モデルへの入力を改ざん

ポイズニング攻撃 (Poisoning attack) モデルの認識精度低下/誤認識の誘発 モデルの学習に関するデータを改ざん

反転攻撃 (Inversion attack) 学習データの復元/解析 モデル及び入出力の解析

抽出攻撃 (Extraction attack) 学習済みモデルの窃取 モデルの入出力の解析

を生成する攻撃なども紹介されている．ETSIの ISG（Industry

Specification Group）SAI（Securing Artificial Intelligence）

は AI システムの安全性を確保するための基礎となる技術的知

識を開発することを目的に活動を行っている．活動の成果とし

て，2020年 12月には，ESTI GR SAI 004：“Securing Arti-

ficial Intelligence (SAI); Problem Statement”，2021年 3月

には “005：Securing Artificial Intelligence (SAI); Mitigation

Strategy Report”が公開されている．前者では，AIの安全性確

保に関する問題提起を行っており，具体的な攻撃手法例として 4

種（poisoning, input attack and evasion, backdoor attacks,

reverse engineering）を紹介している．後者では，AIベースの

システムの脅威，具体的には前者の文書で紹介されている攻撃

手法に対する既存及び将来的に可能性の高い攻撃緩和対策をま

とめて分析している．更に，AIのセキュリティにおけるハード

ウェアの役割についてのレポートが 2021年に向けて作業中であ

るとアナウンスされているされている（7）．米国では，アメリカ国

立標準技術研究所 (NIST)が，AIシステムのセキュリティと信

頼性を測定・強化する方法に焦点を当てて研究を行っている（8）．

3. 深層学習システム特有のセキュリティ課題

本章では，エッジ AIデバイスにおけるハードウェアセキュリ

ティを説明する準備として，AIシステム特有のセキュリティ課

題について説明する．従来の人が動作を定義・記述するソフト

ウェアと異なり，AIモデルの挙動は学習に用いられるデータか

ら獲得されることになる．学習によって獲得された AIモデルの

挙動を完全に理解・制御することは現時点では困難であり，こ

こに従来の情報セキュリティとは異なる，AIセキュリティの課

題が存在する．

まず，宇根ら（9）の定義をベースとして，図 2 に一般的な AI

システムの概念図を示す．ここでは，AIシステム・AIモデルと

して教師あり学習を行う DNN モデルを想定する．各エンティ

ティは次のような役割をもつ．

（ 1） 学習データ提供者: DNN モデルの訓練に必要な学習

データの収集・加工・ラベル付けを行う．学習データの中

には機密やプライバシー情報が含まれる．そのため，学

習データの機密性が保たれることを望んでいる．

（ 2） 学習実行者: 受け取った学習データを用いて DNN モ

デルの訓練・評価を行う．生成される学習済み DNN モ

デルは知的財産として保護すべき対象である．そのため，

学習済みモデルの機密性・信頼性が保たれることを望ん

でいる．

（ 3） 推論実行者: 学習済み DNN モデルと，受け取った入

力から出力を計算する．学習済みモデルの機密性・信頼

性と，推論サービスの可用性の確保を望んでいる．

（ 4） システム利用者: 推論実行者に対して入力データを送付

し，出力を受け取る．入力データにはシステム利用者の機

密やプライバシー情報が含まれる．そのため，入力デー

タの機密性と，推論結果の信頼性の確保を望んでいる．

このとき，主な脅威の分類を表 2 にまとめる．これらの攻撃

は，DNNモデルの学習パラメータの最適化に大量のデータを必

要とする点や，学習パラメータが膨大であることによるモデル

の解釈性の低下の影響を強く受けており，対策は未だ研究途上

である．本章の残りでは，これらの典型的なシナリオや攻撃の

概要について紹介する．ここでも同様に，教師あり学習を行う

DNNモデルを想定する．（注6）

（注6）：既存の AI のセキュリティに関する研究の多くは教師あり学習を行う AI モ

デルに対して行われており，本稿でも同様に教師あり学習を想定して議論を行ってい

る．一方で教師なし学習においても教師あり学習と同様の，若しくは異なる脅威が存

在すると考えられ，今後更なる研究が必要である．
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図 3 典型的な回避攻撃のシナリオ

3. 1 回避攻撃 (Adversarial examples生成攻撃)

攻撃者の目的は，入力を改ざんすることにより，モデルの推

論精度を低下させたり，誤った判断をさせたりすることである．

回避攻撃の典型的なシナリオを図 3 に示す．この図は，ドイツ

の道路交通標識画像（10）を分類する画像分類 DNNモデルと，こ

のモデルに対する回避攻撃を示している．

攻撃者は，入力画像として「STOP」の標識を DNN モデル

に入力する．DNNモデルは推論の結果として入力された画像が

「STOP」であるという結果を出力するが，攻撃者の目的はこれ

を「Speed limit 100 km/h」と誤認識させることである．その

ために，攻撃者は入力画像のピクセル値を改ざんするが，これ

は人間が見ても分からないほど微小であることが望ましい．攻

撃者による入力画像の改ざん量を摂動 (perturbation)と呼ぶ．

この攻撃は摂動計算フェーズと攻撃フェーズからなる．摂動

計算フェーズでは，攻撃者は入力画像の各ピクセル値をどのよ

うに変化させると，DNNモデルが所望の誤認識を起こすかを計

算する．まず，攻撃者は DNNモデルの出力 (STOP)と所望の

出力 (Speed limit 100 km/h) との間の損失関数の誤差に対す

る入力画像の各ピクセルの勾配を計算する．この値は，攻撃者

が DNNモデルに自由にアクセスできる (ホワイトボックス)シ

ナリオにおいては DNN モデルの学習時と同様の計算で求める

ことができる（11）．攻撃者が DNNモデルのパラメータにアクセ

スできないが，DNNモデルをブラックボックスな分類器として

API経由でアクセスできる (ブラックボックス)シナリオにおい

ては，攻撃者は入力を微小に変化させたときの出力の変化から

勾配の値を近似しようとする（12）．攻撃者はこれらの手段によっ

て得られた勾配情報から，DNNモデルの誤認識を引き起こすた

めに必要な摂動量を計算する．

攻撃フェーズでは，攻撃者は計算した摂動を入力画像に加え，

DNNモデルの誤認識を実際に引き起こす．ここで，正規の入力

に摂動を加算した，モデルの誤認識を引き起こす入力を敵対的

サンプル (adversarial examples，AEs)と呼ぶ．そのため，こ

の攻撃は Adversarial examples 生成攻撃と表記されることも

ある．

図 4 典型的なポイズニング (バックドア) 攻撃のシナ

リオ

図 3 の例のように入力画像に摂動を直接加算するシナリオの

ほかにも，実際に掲示されている標識をカメラで撮影した際に

得られた画像が AEsとして認識されるような摂動を計算し，標

識に直接貼り付けるなど，フィジカル空間におけるセンシング

を考慮した攻撃も提案されている（13）．ここで紹介したような，

特定の入力を特定のクラスに誤分類させるような攻撃をターゲ

ティング攻撃と呼び，誤分類先のクラスを指定せず，DNN モ

デルの精度劣化を目的とする攻撃をノンターゲティング攻撃と

呼ぶ．

3. 2 ポイズニング攻撃

攻撃者の目的は，訓練データのごく一部を改ざんすることに

より，モデルの推論精度を低下させたり，攻撃者の意図する誤

認識をさせたりすることである．ポイズニング攻撃の典型的な

シナリオを図 4に示す．この図は，図 3 と同じ標識分類モデル

の学習過程を想定している．このシナリオは，ポイズニング攻

撃の中でもバックドア攻撃，若しくはニューラルトロイと呼ば

れるものである（14）．

攻撃者は，学習データの一部にアクセスし，データの改ざん・

追加などを行えるものとする．これは，攻撃者が学習データ提

供者の一部である場合を想定している．例えば，学習データの

アノテーション (教師あり学習用正解ラベル付け)作業の一部を

信頼できない第三者に委託した場合などである．

この攻撃は，ポイズニングフェーズと攻撃フェーズからなる．

ポイズニングフェーズでは，攻撃者は学習用データから取り出し

た画像の一部 (この例では標識の中央下部)に特定のトリガマー

ク (黄色い四角)を追記する．更に，この画像のラベルを本来の

ラベル (STOP)からターゲットラベル (Speed limit 100 km/h)

に変更する．このような改ざんされた画像とラベルのペアをポイ
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図 5 典型的な反転攻撃のシナリオ 図の一部は

Fredrikson らの論文（15）より引用．

ズンデータと呼び，攻撃者はこれを正常な学習データの中に少

しだけ混ぜ込む．ここで，学習データの中の全ての STOPの画

像をポイズンデータに加工したわけではないこと，更にほかの

学習データには一切手を付けていないことに注意されたい．ポ

イズンデータは大量に用意された学習データのほんの一部であ

るため，大量の学習データの全てを学習実行者が人手で再確認

してこれに気付くことは難しい．このポイズニングされた学習

データを使って学習を行った DNN モデルはバックドアモデル

と呼ばれる．このモデルは，正常な (トリガマークが追記され

ていない) 入力画像に対しての精度は，学習データにポイズン

データが含まれていない場合のモデルとほとんど変わらないた

め，学習実行者は精度テスト時に攻撃に気付くことができない．

攻撃フェーズは，バックドアモデルが AI サービスとして公

開されてから行われる．攻撃者はポイズンデータと同様の画像

として，STOPの標識画像にトリガマークを加工したものを用

意してバックドアモデルに入力する．このとき，バックドアモ

デルはこのマークに反応して，ポイズンデータで指定したター

ゲットラベル (Speed limit 100 km/h) という攻撃者の意図す

る，誤った推論結果を出力する．

3. 3 反 転 攻 撃

攻撃者の目的は，DNN モデルが学習に使用したデータを解

析・復元することである．攻撃者は，学習済み DNN モデルを

解析することで攻撃を行う．反転攻撃の典型的なシナリオを

図 5（15）に示す．この図では，人物の顔画像を個人名 (若しく

は ID)に分類する画像分類 DNNモデルと，それに対する学習

データを再構築する攻撃を示している．攻撃者は，特定の個人

(ID) がどのような顔をしているのかを知らず，DNN モデルか

らこれを再構築することで学習データ提供者のプライバシーを

侵害しようとする．攻撃者は，ターゲットとなる DNN モデル

に対して，ホワイトボックス，若しくはブラックボックスアク

セスが可能なものとする．

図 6 典型的な抽出攻撃のシナリオ

攻撃者はまず，初期画像を DNN モデルに入力し，推論結果

を得る．次に，回避攻撃と同様に入力画像がターゲットクラスに

高い確率で分類されるよう，入力画像に対する推論結果の誤差

の勾配を求め，これを元に入力画像を修正する．攻撃者は DNN

モデルに対する画像の入力と勾配情報による修正を繰り返すこ

とで，DNNモデルが学習したデータを復元する．

3. 4 抽 出 攻 撃

攻撃者の目的は，学習済み DNN モデルそのもの，若しくは

これと同等の性能を達成する別のモデルを入手することである．

これにより，攻撃者は訓練データの収集やモデルの学習に必要な

計算資源などのコストを削減し，所望の性能のモデルを手に入

れることができる．抽出攻撃の典型的なシナリオを図 6 に示す．

攻撃者は，ターゲットとなる DNN モデルに対して，正規の

API経由でのアクセスが可能だとする．ここで，攻撃者は大量

の入力画像を用意し，DNN モデルにクエリすることで対応す

る推論結果を入手する．得られた入力画像と推論結果のペアを

学習データとして，攻撃者は手元に DNN モデルを新しく学習

する (代替モデル)．十分に多くの学習データが得られていれば，

攻撃者が訓練した代替モデルはターゲットの DNN モデルと同

等の性能を達成することができる．

上記の手法を用いて，攻撃者は学習データの収集や教師あり

学習の場合にはアノテーション作業にかかるコストを削減して，

高い性能の DNN モデルを不正に入手できる．したがって，元

の DNN モデルの作成者の知的財産権が侵害されたと考えるこ

とができるが，DNN モデルやそのパラメータは元の DNN モ

デルとは異なったものとなるため，不正なモデル窃取が行われ

たことを主張することは難しい．

特筆すべき事柄として，この攻撃によって得られた DNN モ

デルを用いると，回避攻撃や反転攻撃をホワイトボックスシナ

リオで実施することができるようになる．したがって，モデル

の知的財産保護だけでなく，ほかの攻撃を防止するという観点

でも抽出攻撃への対策は必要である．
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図 7 エッジ AI デバイスの構成と想定される攻撃対象領域

3. 5 深層学習システム特有のセキュリティ課題につ
いてまとめられている主な文献

DNNモデルに対する論理攻撃の脅威については，国内では次

のような文献が存在する．日本銀行金融研究所ディスカッショ

ン・ペーパー・シリーズとして，主に機械学習技術の金融アプ

リケーションを志向したセキュリティに関する議論が行われて

いる（9），（16），（17）．また，宇根による解説論文が執筆されてい

る（18）．田篭は，回避攻撃に焦点を合わせた書籍を執筆してい

る（19）．

国外では，機械学習技術とセキュリティに関するサーベイ論文

がまとめられている（20）～（22）．Chioと Freemanによる書籍（23）

は，主に機械学習技術を用いたセキュリティ技術について述べ

ているが，第 8 章では機械学習モデルへの攻撃として，ポイズ

ニング攻撃と回避攻撃を扱っている．Warrは，回避攻撃に焦点

を合わせた書籍を執筆している（24）．

4. エッジ AIデバイスのセキュリティ

4. 1 エッジ AIデバイスの構成と想定される攻撃対
象領域

本章では，1章で定義したエッジAI推論モデルを想定し，エッ

ジデバイスにおける AIシステムのハードウェアセキュリティに

ついてまとめる．まず，典型的なエッジ AIデバイスの構成と想

定される攻撃対象領域を図 7 に示す．このエッジ AI デバイス

は，大きく以下の要素からなる．

• CPU: エッジ AI デバイスの制御，AI モデルの推論を

行う．

• AIエンジン: AIモデルの推論演算を高速化する．

• 暗号エンジン: エッジ AIデバイスにおける暗号処理，秘

密情報の管理を行う．

• SRAM/DRAM: 推論処理時，入力データ，DNNモデ

ル，中間計算結果などを保持する．

• ネットワーク接続: クラウドサーバから AIモデルをダウ

ンロード/更新する．

• 不揮発性メモリ: 配布された AIモデルを保管する．

• センサ: フィジカル空間を計測し，AIモデルへ入力する

データを得る．

エッジ AIデバイスは様々な場所に配布・設置されるため，攻

撃者による物理的接触を考慮する必要がある．想定される主な

脅威を表 3 にまとめる．推論のみを行うエッジ AI デバイスを

想定すると，攻撃者の主な目的はモデルの改ざん・窃取，誤認

識の誘発となる．現在，エッジ AIデバイスにおけるハードウェ

アセキュリティの評価は各種脅威の実証・評価段階であり，想定

されるエッジ AIデバイスの構成，攻撃者の能力など様々な仮定

がおかれている．次節では，既存研究をベースにこれらの脅威

の研究動向を紹介する．

4. 2 エッジ AIデバイスに対する物理的脅威の研究
動向

4. 2. 1 攻撃手法の研究動向

AIセキュリティにおけるハードウェアセキュリティの脅威は，

エッジ AI推論モデルに限定した場合でも数多く存在する．エッ

ジ AIデバイス内で機密情報の管理に必要な暗号エンジンに対す

る各種のハードウェア攻撃も当然大きな脅威となる．また，エッ

ジ AIデバイスでの推論処理時には，大量の AIパラメータを外

付けのメモリで保管することとなり，メモリ暗号化などが行わ

れない場合には，メモリバスのプロービングや改ざんなども脅

威となりうる．更に，エッジ AIデバイスの入力情報を改ざんす

る攻撃としては，物理的な攻撃でセンサの計測値を意図的に異

なる値にするような計測セキュリティも脅威の一つとなりうる．
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表 3 エッジ AI デバイスにおける AI システムに対する主な脅威

攻撃対象 手段 目的 対策

CPU・AI エンジン サイドチャネル攻撃 モデルの窃取 サイドチャネル攻撃対策

フォルト攻撃・

HW トロイ
誤認識の誘発

フォルト攻撃対策・検知

HW トロイ検知

推論結果の検証

SRAM/DRAM メモリバスのプロービング モデルの窃取 メモリ暗号化

フォルト攻撃 誤認識の誘発
メモリ保護

モデル・中間結果の検証

暗号エンジン
サイドチャネル攻撃・

フォルト攻撃
暗号鍵の窃取 サイドチャネル・フォルト攻撃対策

ネットワーク接続 なりすまし (デバイス)・盗聴 モデルの窃取 通信相手の検証・通信の暗号化

なりすまし (モデル配信サーバ) モデルの改ざん 通信相手の検証・通信の暗号化

不揮発性メモリ 外部からの読み取り モデルの窃取 モデルの暗号化

外部からの書き込み モデルの改ざん 配布モデルの署名検証

センサ センサのなりすまし・測定値の改ざん 誤認識の誘発 センサ・通信データの検証

表 4 エッジ AI のハードウェアセキュリティに関する研究動向

目的 攻撃手段

情報の窃取 - モデルアーキテクチャ
タイミングサイドチャネル解析（25）, メモリバスサイドチャネル解析（26），（27）,

電力 (電磁波) サイドチャネル解析（28）～（31）

- モデルの重みパラメータ
タイミングサイドチャネル解析（32）, メモリバスサイドチャネル解析（26）,

電力 (電磁波) サイドチャネル解析（28）～（31），（33）～（36）

- 入力
タイミングサイドチャネル解析（37）,

電力 (電磁波) サイドチャネル解析（28），（38），（39）

誤認識の誘発 - パラメータ/中間値の改ざん

レーザーフォルト（40）, クロックグリッチ（41），（42）,

フォルト攻撃による一部ビット反転のシミュレーション（43）～（46）,

データバスへのグリッチ注入（47）, ハードウェアトロイ（48）～（53）

- AEs の生成 タイミングサイドチャネル攻撃（54）

本稿では様々なハードウェアの脅威の中で，従来研究されてき

た脅威と異なる AIに特有なハードウェアセキュリティに関連す

る研究テーマを紹介するために，(1) サイドチャネル攻撃，(2)

フォルト攻撃，(3)ハードウェアトロイの 3種類に分類して説明

を行う．

攻撃者の目的は，主に情報の窃取，誤認識の誘発に大別され

る（表 4（25）～（54））．これらの評価の多くは DNN モデルの推

論を行うエッジ AIデバイスを想定して行われている．

（ 1） サイドチャネル攻撃

攻撃者は DNN モデルの機密性を侵害する目的で，デ

バイス上で動作している DNN モデルに関する情報を窃

取しようとする．また，プライバシーを侵害する目的で，

入力データを復元しようともする．ここで，DNNモデル

に関する情報とは DNNモデルのアーキテクチャ，重み・

バイアスパラメータなどである．DNNモデルのアーキテ

クチャ及びパラメータは，保存時に暗号化されていたと

しても，演算時には復号する必要がある．そのため，演

算が行われる CPUや AIエンジンのサイドチャネル情報

を測定することで，パラメータを直接推定することがで

きる．更に，これらの中には窃取した重みパラメータと

ターゲットのパラメータがビット単位で一致するような

攻撃もあり，これをモデルリバースエンジニアリング攻

撃と呼ぶこともある．本攻撃により，ターゲットの DNN

モデルの完全なコピーが得られ，回避攻撃や反転攻撃が

より強力に実行できるようになるため，3. 4 節で説明し

たような攻撃者が代替モデルを訓練する抽出攻撃よりも

脅威となる．

• タイミングサイドチャネル攻撃

攻撃者は，DNN モデルの推論や，またその一部の処

理にかかる処理時間を測定できるとする．この攻撃は現

在，主に CPU 上で DNN モデルの推論を実行するケー

スを想定して評価されている．推論の実行時間を測定す

ることでモデルのアーキテクチャを推定する攻撃（25）は，

DNNモデルが積和演算・活性化関数などのブロックを繰

り返し実行する構造であることを利用している．各演算

にかかる時間が予想できるとき，攻撃者は推論処理にか

かった時間から DNN モデルの層数やパラメータ数を推

定できる．また，積和演算における浮動小数点演算の実

行時間を測定・解析することで重みパラメータ（32）や入力

画像（37）を窃取することができる．これは，CPU上で行

われる浮動小数点演算の処理時間が，被演算数に依存す

ることを利用している．ほかに，著者らは CPU 上で行

われる DNN モデルの推論演算にかかる処理時間をヒン

トに，AEsを計算する手法を提案している（54）．この攻撃

は，DNNモデルの構造やパラメータを窃取するのではな

く，AEs生成のために必要な情報を直接タイミングサイ

ドチャネル情報から求めており，ほかのサイドチャネル

攻撃手法とは攻撃目的が異なる．
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• メモリサイドチャネル攻撃

攻撃者は，GPUや専用 AIエンジンが推論処理を行う

際の DRAM へのメモリアクセスにかかるサイドチャネ

ル情報を利用して，DNN モデルに関する情報を窃取し

ようとする．ここで，攻撃者は PCI-e (Peripheral Com-

ponent Interconnect Express)，またはメモリバスのイ

ベントを受動的に観測できるものとし，AIエンジンがど

のアドレスにどのモード (読み/書き) でアクセスしてい

るか知ることができる．バス上を流れているデータその

ものを盗み見る必要はないため，メモリ上のモデルパラ

メータが暗号化されていたとしても，攻撃は可能である．

先に述べたように，DNN モデルは特定の種類の処理ブ

ロックを繰り返し実行する構造であるため，これらのメ

モリアクセスパターンから DNN モデルの構造を推定す

ることができる（26），（27）．

• 電力 (電磁波)サイドチャネル攻撃

攻撃者は，CPUや，GPU，専用 AIエンジンが推論処

理を行う際の消費電力や，それに伴って放出される漏洩電

磁波を解析することで DNN モデルに関する情報を摂取

しようとする．推論実行時の電力解析によるモデル構造の

復元 (CPU（28），（30），AIエンジン（29），（31）)では，攻撃

者はDNNモデルの特定の演算，例えば積和演算，活性化

関数などといった処理が特徴的な電力消費を発生させる

こと，また DNN モデルがこれらの処理ブロックを繰り

返し実行する構造であることを利用する．相関電力解析に

よる重み情報の解析では，CPUや AIエンジンが演算結

果をレジスタやメモリに保存する際に，その値に相関した

消費電力が観測されることを利用しており，AVRマイコ

ンや ARM CPUに対する攻撃（28），（30），2値化 DNN推

論エンジンに対する攻撃が報告されている（29），（31），（33）．

著者らは，8bit 整数量子化された DNN における行列演

算を高速化する DNN エンジンとしてシストリックアレ

イを対象に攻撃を行い，ビット単位で一致する重みパラ

メータを窃取できることを示した（34）～（36）．ほかにも，相

関電力解析 (CPU（38）) や電力テンプレートの解析 (AI

エンジン（39）)によって入力画像を復元する攻撃も報告さ

れている．

（ 2） フォルト攻撃

攻撃者はエッジ AI デバイスの推論時にフォルトを注

入することで誤認識を引き起こそうとする．Breierらは，

CPU 上で活性化関数の演算が行われているとき，レー

ザーフォルト攻撃を用いて命令スキップを引き起こすこ

とでニューロンの出力値を改ざんし，誤った推論結果を

引き起こした（40）．Liuらは，FPGA上で行われる CNN

の演算にクロックグリッチを注入し，誤認識を引き起こし

ている（41）．著者らは，クロックグリッチ注入による命令

スキップを用いて，Softmax 関数の出力を改ざんして誤

認識を引き起こした（42）．また，フォルト攻撃によって重

みパラメータの一部ビットが反転することを想定し，シ

ミュレーションによって効果的な誤動作誘発攻撃手法を

評価する研究も行われている（43）～（46）．上記は DNN モ

デルの推論演算へのフォルト注入攻撃であるが，これら

の攻撃とは異なり，著者らはカメラセンサと AI デバイ

ス間の画像転送に用いられる MIPI データバスに対して

フォルトを注入することによって入力画像にトリガマー

クを印加し，3. 2節で紹介した AIモデルのバックドアを

トリガする攻撃を提案している（47）．

（ 3） ハードウェアトロイ

ハードウェアトロイ攻撃では，攻撃者はエッジ AIデバ

イスのサプライチェーンの一部として，AIエンジンなど

の IP にハードウェアトロイを混入させられるものとす

る．DNNモデルの推論時にハードウェアトロイをトリガ

することで，入力や中間値を改ざんして誤認識を引き起

こす攻撃が評価されている（48）～（52）．Rakin らは 3. 2 節

で紹介した AIモデルのバックドアをハードウェアトロイ

によってトリガする攻撃を評価している（53）．

4. 2. 2 対策手法の研究動向

対策手法について検討されている論文だけでなく，前項で紹

介した攻撃においても，メモリに保存されている DNN モデル

は暗号化されていることを前提とすることが多い．その上で，対

策の検討は主に前項で紹介したそれぞれの脅威に対して行われ

ている．これに加えて，ハードウェア側に実装した機能の補助

によって推論処理を含む AIシステム・ソフトウェアが安全に動

作するような環境を構築する検討も行われている．

• サイドチャネル攻撃対策

タイミングサイドチャネル攻撃に対する対策としては，実行

時間をランダムにするか，モデルアーキテクチャにかかわらず

実行時間が一定になるようにダミー演算を追加することが提案

されている（25），（37），（54）．また，計算順序のランダム化や，乱

数マスクも対策の候補として挙げられている（37）．

メモリバスサイドチャネル攻撃では，データアドレスの暗号

化や偽のメモリトラヒックの追加（27）などの対策が挙げられてい

る．Wangらは AIエンジンに対する命令・特徴マップの暗号化

の評価を行っている（55）．

電力サイドチャネル攻撃対策では，Anujらは FPGA実装し

た 2 値化 NN エンジンに対して演算のマスキング，秘密分散，

消費電力の均一化 (wave dynamic differential logic, WDDL)

を実装・評価している（33）．一方，これらの対策は処理時間・実

装面積コストが非常に高いことも述べられている．

• フォルト攻撃・ハードウェアトロイ対策

フォルト攻撃・ハードウェアトロイの対策としては，推論演

算の検証が検討されている．推論の演算において，入力，重み

パラメータ，中間演算結果に異常が含まれていないことをハー

ドウェア実装された対話型証明系 (interactive proofs) を用い

て検証することが提案されている（56）．モデルのプルーニング，

重みパラメータの量子化・調整などの操作は DNN モデルのパ

ラメータ/中間演算結果改ざんへのロバスト性を高め，ビットフ

リップ攻撃を緩和することも報告されている（57），（58）．著者ら

は，入力データへのフォルト攻撃によるデータ改ざん攻撃への
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図 8 セキュアエッジ AI デバイスの構成例と要求される機能

対策として，画像データにイメージセンサの物理的なランダム

性を利用した複製不可能関数 (physically unclonable function,

PUF) 情報を使った MAC を付加してデータの検証を行う対策

を提案している（59）．

• ハードウェア補助による安全なAIシステム・ソフトウェ

ア実行環境の構築

AI システムのセキュリティを向上させるアプローチとして，

隔離された実行環境における推論処理の実行が検討されてい

る．TEE の仕組みは Intel SGX, ARM TrustZone, RISC-V

Keystoneなどで提供されており，ハードウェアの支援によって

メモリ空間を通常のプロセスから隔離するものである（60）．隔離

実行環境 (エンクレーブ)上でモデルを復号し，推論することで

AI演算処理を通常実行環境のプロセスなどから守ることができ

る．更に，リモートアテステーションによって遠隔からデバイ

スの完全性，つまり認証されたデバイスの隔離実行環境上で真

正な推論ソフトウェアが動作していることを確認できる．しか

しながら，TEEは従来暗号処理などを行うことを想定して実装

されており，エンクレーブが使用できるメモリ領域が DNN 処

理を実行するためには小さいなどの問題がある．

そこで，DNNの推論処理を層ごとに分割することで，メモリ

消費量を抑えてエンクレーブで推論を実行する提案がされてい

る（61）．また，Schloglらは転移学習を利用することで，DNNモ

デルのうち機密情報を学習した層を一部に制限し，それ以外の

層を通常の環境で演算することで処理時間を早める提案をして

いる（62）．一方で，著者らはこの Schloglらの提案に対して，攻

撃者は通常の環境で実行されている DNN モデルのパラメータ

だけでも回避攻撃が成立することを指摘し，推論に関わる全て

の演算をエンクレーブで安全に処理することを推奨している（63）．

これを実現するため，著者らは AES-GCMモードと TEEの共

有メモリを利用することで，DNNモデルパラメータが改ざんさ

れていないことを検証しながら，より省メモリかつ高速に推論

を実行する手法を提案している（64）．また一方で，TEE のみで

は基本的にこれまでに議論したようなタイミング/メモリ/電力

サイドチャネル攻撃，フォルト攻撃などを防ぐことはできない

ことに注意する必要がある．

AIデバイスのハードウェアセキュリティに関して，広範な研

究領域を扱うサーベイ論文も複数出版されている（65）～（67）．こ

れらの論文では，本稿では取り上げていない，クラウドサーバ

上で動作する AIシステムに対するキャッシュサイドチャネル攻

撃や，クラウドサーバ上の共用 GPU 上で動作する DNN の演

算に対するサイドチャネル/フォルト攻撃なども紹介されている

ため，参照されたい．

4. 3 セキュアエッジ AIデバイスの構成例

本節では，これまでに紹介したエッジ AIデバイスのセキュリ

ティに関する研究動向を踏まえ，セキュアエッジ AIデバイスを

どのように構成すべきかについて議論する．本稿で検討するセ

キュア AIエッジデバイスの構成例を図 8 に示す．

まず，DNNモデルの機密性の確保を検討する．DNNモデル

の推論にかかる情報，つまり命令とデータは非常に大きいこと

が多く，不揮発性セキュアメモリ上に全て展開することは難し

い．そこで，これらの情報を外部メモリ上に保存する際は，暗

号化技術によって守られるべきである．これに用いられる暗号

回路については，秘密鍵を窃取されないよう，サイドチャネル

攻撃やフォルト攻撃に耐性のある耐タンパ実装でなければなら

ない．また，AIエンジンで処理をしている間 DNNモデルのパ

ラメータなどは復号されているため，AIエンジン自体も耐タン

パ実装とし，サイドチャネル攻撃やフォルト攻撃から保護しな

ければならない．

TEEを利用し，エンクレーブ上で推論演算を行うことで，ス

パイウェアなどから推論にかかる情報を保護することができ

る．また，学習済み DNN モデルをクラウドサーバからダウン

ロードする際も，リモートアテステーションによる端末認証と
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SSL/TLSによる暗号通信によって改ざん・窃取を防ぐことがで

きる．TEEや暗号エンジンで使用する秘密情報を安全に保管す

るためには PUFを使用することが望ましい．PUFを使用する

ことで，セキュアメモリなどの追加コストなしに秘密情報を安

全に管理できる．また，セキュアブートやリモートアテステー

ション時の信頼の基点となる電子証明書を作成するための秘密

鍵の安全な生成も可能となる．

DNNモデルの誤認識を防ぐためには，センサから得られる入

力データ，DNNモデルのパラメータ・中間特徴マップを守らな

ければならない．DNNモデルのパラメータや推論時の中間特徴

マップは，前述の TEEや耐タンパ AIエンジンによって改ざん

を防ぐことができる．センサから得られるデータは，その通信

経路上で改ざんのリスクがあるため，センサ上でデータにMAC

を付け，エンクレーブ側で検証できる仕組みが必要である．セ

ンサ上でMACをつけるための秘密情報の管理には，エッジ AI

デバイス側と同様に PUFを用いることが望ましい．

5. まとめと今後の展望

本稿では，エッジデバイスで AIの推論を行うシステムを想定

し，エッジデバイスにおける AIシステムのハードウェアセキュ

リティについて紹介した．1章では sociery 5.0におけるエッジ

AIのユースケースを整理し，2章では国内外の AIセキュリティ

評価に関する動向を紹介した．

3章では，深層学習システム特有のセキュリティ課題について

紹介した．攻撃者は学習済み AI モデルの信頼性を低下させる

目的で，「回避攻撃」や「ポイズニング攻撃」を行う．また，AI

モデルの学習データや，学習済み AI モデルそのものを窃取し，

機密性を侵害する目的で，「反転攻撃」や「抽出攻撃」をそれぞ

れ行う．これらの AIのセキュリティに関する研究は全般として

新しい研究領域であり，現在も新しい攻撃や対策が活発に議論

されている．また AIシステムの社会実装を進める上では，これ

らの脅威に対するセキュリティ対策を十分に検討しておく必要

がある．

更に，Society 5.0を見据え，フィジカル空間におけるエッジ

AIデバイスの活用を加速するためには，物理的な攻撃に対する

対策も必須である．そこで 4 章では，エッジ AI デバイスのセ

キュリティ課題について紹介した．攻撃者はデバイスに対して

「サイドチャネル攻撃」や「フォルト攻撃」，「ハードウェアトロ

イ」などを用いて AIシステムの機密性・信頼性を侵害する．更

に，これらの攻撃への対策として，セキュアエッジ AIデバイス

の構成例を紹介した．セキュアエッジ AIデバイスでは，サイド

チャネル攻撃・フォルト攻撃に耐性のある暗号エンジン・AIエ

ンジンと，暗号化によるデータ保護をベースとした安全な実行

を提供する．更に，PUF技術を用いて暗号に用いる秘密鍵を安

全に管理することが望ましい．

現在は各研究者が AI処理に対して様々な前提脅威モデルを設

定して，攻撃手法や攻撃対策を提案している段階であり，今後

はこれらの攻撃手法や対策を整理し，対処すべきセキュリティ

課題としてガイドラインを整備・標準化する必要がある．既に

EUでは ETSIを中心として AIセキュリティに関するワーキン

ググループでの活動が開始されており，日本でも早急にキャッチ

アップしていく必要があると考える．

また，ハードウェアを含めた AIセキュリティの研究において

は，研究者が共通の議論をしていくための，セキュリティ評価

用の学習データセットやモデル，更に AI演算を実行できる評価

環境の構築が必要になる．特にエッジ AIへの物理攻撃を検討す

る際には，産総研を中心として日本が開発した暗号ハードウェ

アのサイドチャネル攻撃評価基板 SASEBO（68）と同様に，様々

な研究者が共通して使用できるエッジ AIのセキュリティ評価環

境（センサデバイス及びクラウドに接続して AI演算処理を実行

できるハードウェア及びソフトウェア環境）が必要だと考えて

いる．
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超球面上にシンボル配置を行う変調方式
A Modulation Based on Symbol Mapping on Hypersphere

藤井雅弘 Masahiro FUJII

アブストラクト 一般的な変調方式では，直交変調を基盤とするため，I-Q平面をなす二次元ユークリッド空間上でシンボル設

計が行われる．この代表的な変調方式は PSK (Phase Shift Keying)や QAM (Quadrature Amplitude Modulation)であり，

これらは平均信号電力一定の条件の下で，最小シンボル点間距離を最大となるようにシンボル設計が行われている．本稿で

は，一般に K 次元ユークリッド空間に拡張したシンボル設計手法について解説する．特に，K 次元ユークリッド空間上の

K − 1次元超球面上でK ビット伝送するための三種の設計規範について述べる．この中の Crushed Twisted Cubes設計で

は最小シンボル点間距離を QPSK (Quadrature PSK) より長くすることが可能であり，同一の誤り率特性を達成するため

の所要 Eb/N0 を削減することが可能である．更に，この超球面変調を無線伝送システムに適用した場合の可能性について

述べる．

キーワード シンボル変調，超球面，最小シンボル点間距離

Abstract In general modulations, symbols are designed in two-dimensional Euclidean space, which is equivalent to the I-Q

signal space, based on the quadrature modulation. The typical modulation schemes are phase shift keying (PSK) and

quadrature amplitude modulation (QAM). Their symbols are designed to maximum the minimum Euclidean distance

between the symbols under the condition of the constant average signal power. In this article, I explain the symbol design

schemes in K-dimensional Euclidean space. In particular, I show three designs for the symbols on the K − 1-sphere. It

is possible to make the minimum distance between symbols longer than that of quadrature PSK (QPSK) and reduce

Eb/N0 required to achieve a BER. I explain the availability of hypersphere modulation in wireless communication

systems.

Key words Modulation, Hypersphere, Minimum Euclidean Distance

1. は じ め に

無線伝送システムの多くは直交変調に基づいているため，二

次元の I-Q 平面上でシンボルを設計する変調方式が採用され

ている．定振幅で位相の差異によりシンボルを設計する PSK

(Phase Shift Keying)や，振幅と位相の組み合わせによりシン

ボル設計を行う QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

がその代表である．これらのディジタル変調方式は，実用的に大

変有用であり，その評価は多方面から行われている．これらの変

調方式を，二次元ユークリッド空間上のシンボル設計という視

点でとらえるとき，更に高効率な変調方式の研究の余地はあま

りないと考えられる．しかしながら，高次元ユークリッド空間

に拡張することで，その設計の自由度を獲得し，伝送の効率化

に資する変調方式の発展の可能性が広がる．文献（1）では，三次
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元ユークリッド空間上で，立方体格子を重ね合わせて，多値シ

ンボルの設計を行う手法が提案されており，AWGN (Additive

White Gaussian Noise) 伝送路での性能評価が行われており，

同じ多値数の二次元ユークリッド空間上の設計よりよい性能が

示されている．また，文献（2）や（3）では，三次元ユークリッド

空間上で 16値のシンボル設計が提案されており，最小シンボル

点間距離が延伸できる．文献（4）では，高次元で獲得される設計

の自由度をシンボル設計に活用し，フェージング伝送路での評

価が行われている．また，文献（5）では，OFDM (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing)システムを想定した三次元

ユークリッド空間での 4 値と 8 値のシンボル変調が提案され，

その解析が行われている．文献（6）では，光通信システム向け

に，三次元ユークリッド空間で最小シンボル点間距離を延伸可

能なシンボル設計が提案されている．これまでの高次元ユーク

リッド空間上でのシンボル設計は，三次元ユークリッド空間上

での検討が主であり，四次元以上で一般化されたシンボル設計

規範はまだない．

筆者らは，次元当たりの伝送ビット数を 1 とし，三次元ユー

クリッド空間上の球上に 8 個のシンボル配置するための三種の

設計規範（7）と，その四次元ユークリッド空間上の三次元超球面

への拡張（8）を検討してきた．更に，文献（9）において，任意の
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K 次元ユークリッド空間上でのK − 1次元超球面上での 2K 値

シンボル変調への一般化を行った．本稿では，超球面上にシンボ

ル点を配置するシンボル設計規範として，Cube設計，Twisted

Cube 設計，Crushed Twisted Cube 設計の三種の設計につい

て説明し，その基礎性能として AWGN 伝送路での伝送システ

ムとしての評価を行う．

2. 直交変調による多次元信号伝送モデル

本稿では，ベクトルと行列を明確に区別するために，アンダー

ライン（例えば，a）は縦ベクトル，ボールド体（例えば，A）

は行列を表すこととする．更に，·T を転置，·H を共役転置，I

は単位行列を表すこととする．また，R を実数の集合，C を複

素数の集合，B を {0, 1} の集合，δi1,i2 をクロネッカのデルタ

とする．

第 l番めの送信シンボルベクトルを sl = [sl,0 · · · sl,K−1]T ∈
RK とする．本稿では，K 次元のシンボルベクトル sl によって，

K ビット伝送する 1ビット/次元の伝送システムに限定して議論

を進める．送信シンボルベクトルの可能な集合を Sとするとき，

その集合を構成する要素数は |S| = 2K である必要がある．この

とき，S = {S0, · · · , S2K−1}と表し，sl ∈ Sを満たす．この S

の設計については第 4. 節で議論する．また，L個の送信シンボ

ルベクトルを連接したベクトルを s = [sT
0 · · · sT

L−1]T ∈ RLK

とし，この LK 個の実信号を，通常の無線伝送システムの直交

変調を用いて伝送することを考える．

さて，直交変調された送信信号ベクトルを x ∈ CLK/2 と表

すとき，sは[
�{x}
�{x}

]
= Us (1)

によって，xに変換されるものとする．ここで，置換行列 U を

U =

[
uf(0) · · · uf(LK−1)

]
∈ B

LK×LK (2)

のように表す．各列の uf(i) ∈ BLK (i = 0, · · · , LK − 1)は第

f(i)番めの要素のみが 1でほかが全て 0の基本ベクトルとする．

ただし，f(i)の値は i = 0, · · · , LK − 1に関して，全て異なる

ことに注意する．すなわち，U は LK 次元の線形独立な LK 個

の基本ベクトルによって構成される．uT
f(i1)

uf(i2)
= δi1,i2 を

満たすので，U は UT U = I なる性質を有する．このとき，

UT

[
�{x}
�{x}

]
= s (3)

なる逆置換が可能である．図 1 に，K = 3，L = 4の場合の置

換行列 U の例を示す．この例では，

f(i) =

⎧⎨
⎩2i (i = 0, · · · , LK/2 − 1)

2i + 1 (i = LK/2, · · · , LK − 1)
(4)

である．

今，伝送路を通過した信号が

図 1 多次元信号の直交変調の例

y = hx + n (5)

として観測されるものとする．ただし，h ∈ CLK/2×LK/2 は

伝送路応答である．また，n ∈ CLK/2 は加法性白色ガウス雑音

であり，E{n} = 0，E{nnH} = σ2I を満たす複素ガウス確率

変数ベクトルの標本とする．例えば，h = I であれば，観測信

号は加法性白色ガウス雑音のみの影響を受ける．ほかの例とし

て，サブキャリヤ間の直交性が理想的に維持されている OFDM

の場合，信号単位間にまたがる伝送路の影響を受けないので，h

は対角行列として扱えばよい．

本稿では，伝送路応答 h の推定値が理想的に得られてい

るものとして議論を進める．このとき，受信機において，

z(∈ CLK/2) = h−1y なる等化処理を行うこととする．式

(3)の逆置換の性質に注意すると，等化信号 z を

r = UT

[
�{z}
�{z}

]
= s + η (6)

によって sと同じ次元に置換可能である．ここで，

η = UT

[
�{h−1n}
�{h−1n}

]
(7)

と し た ．r = [rT
0 · · · rT

L−1]T ∈ RLK , (rl =

[rl,0 · · · rl,K−1]T ∈ RK)，η = [ηT
0

· · · ηT
L−1

]T ∈
RLK , (η

l
= [ηl,0 · · · ηl,K−1]T ∈ RK)とするとき，

rl = sl + η
l

(8)

として，l ごとに分離して扱うことが可能である．

3. 最ゆう推定と誤り率の上界

本稿では，説明の簡単のために，加法性白色ガウス雑音伝送

を想定し，h = I として議論を進める．このとき，式 (8) にお

ける加法性雑音成分は E{η
l
} = 0，E{η

l1
ηT

l2
} = (σ2/2)Iδl1,l2

を満たすガウス確率変数ベクトルの標本となる．式 (8) におい

て，rl を観測したときの sl の最ゆう推定は
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ŝl = arg max
θ∈S

p(rl|θ) = arg min
θ∈S

‖rl − θ‖2 (9)

によって与えられる（10）．

3. 1 Pair-wise誤り率に基づく誤り率の上界

本稿で扱うようなベクトル信号の誤り事象を解析するための

手段として Pair-wise Error Rate (PER)が有用である（11）．こ

のために，sl として，真に Si を送信したにもかかわらず，受

信器での最ゆう推定器が誤って Sî, (̂i |= i)と判定してしまう事

象の起こる確率を議論する．これは，すなわち，式 (9) の最ゆ

う規範に基づく判定において，観測信号ベクトル rl と判定シン

ボルベクトル S î とのユークリッド距離が，真の Si との距離よ

り短くなってしまう確率であるので，

PER(Si; Sî) = Prob

(
‖rl − Si‖2 >

∥∥rl − S î

∥∥2
)

= Prob
(
2(S î − Si)

T η
l

> d2
E(Si; S î)

)
(10)

と書くことができる．ここで，dE(Si; Sî)はSiとSîの間のユー

クリッド距離である．今，2(S î−Si)
T η

l
はE{2(S î−Si)

T η
l
} =

0，E{|2(S î − Si)
T η

l
|2} = 2σ2d2

E(Si, S î) を満たすガウス確

率変数の標本となるので，PERは

PER(Si; Sî) =
1

2
erfc

(
dE(Si; Sî)

2σ

)
(11)

と書き直すことができる．ここで，erfc() は相補誤差関数であ

る．これは，Si と S î の組としての誤り事象の起こる確率であ

るので，PERは K × (K − 1)種類存在する．伝送システムの

性能解析には，ベクトル誤り率やビット誤り率の厳密解が有用

であるが，これを閉じた形で求めることが困難である場合があ

る．そこで，最ゆう推定に基づく PER のベクトル誤りの全て

のK × (K − 1)種のパターンを足し合わせて，ユニオン上界と

して活用する手段がある（11）．このとき，ビット誤り率の上界は

BER <

K−1∑
i=0

p(Si)

K−1∑
î=0
î |=i

dH(Si; S î)

K
PER(Si; Sî) (12)

で与えられる．ここで，dH(Si; Sî)は Si と Sî のそれぞれに割

り当てられている伝送ビット間のハミング距離を意味する．Si

が送信される事前確率 p(Si)は通常，一様で 1/2K と考えれば

よい．また，dH(Si; S î)/K の項は，Si から S î へのベクトル

判定誤りが発生したときのビット誤りへの寄与を表している．

4. 超球面上でのシンボル配置

本稿では，gi,m ∈ Bは自然数 iをグレイ符号化した際の下位

から m, (m >= 1) ビットめのビット値を意味する．更に，⊕ は
ビット同士の排他的論理和を表す．

本節では，本稿の主題である超球面変調に関して解説する．

これはすなわち，第 2. 節で現れた集合 S の設計手法である．

図 2 零次元超球面上でのシンボル設計

本稿では，前述のように，1 ビット/次元の伝送システムを想

定し，K 次元シンボルベクトルを用いて K ビット伝送するた

めの |S| = 2K 個のシンボルベクトルのパターン構成について

説明する．これは，K 次元ユークリッド空間上で 2K 個の点

を配置する問題と等価であるが，この問題は自由度が高いた

め，本稿では，全てのシンボルベクトルの振幅が一定である条

件の下でシンボル設計を行う．これは，K 次元ユークリッド空

間上で K 次元超球体を考え，その表面の K − 1 次元超球面

上に 2K 個のシンボル点を配置する問題になる．ここでは，1

ビット当たりの電力を 1 に正規化するために半径
√

K の超球

体を考える．この超球面上に配置されたシンボル点で伝送を行

う方法を超球面変調と呼ぶこととする．第 i 番めのシンボル点

Si = [Si,0 · · · Si,K−1]T ∈ S (i = 0, · · · , 2K − 1) の各要素

は，K 次元ユークリッド空間上の球座標系表示で⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Si,0 =
√

K sin φi,K−2 · · · sin φi,1 cos φi,0

Si,1 =
√

K sin φi,K−2 · · · sin φi,1 sin φi,0

Si,2 =
√

K sin φi,K−2 · · · sin φi,2 cos φi,1

...

Si,K−3 =
√

K sin φi,K−2 sin φi,K−3 cos φi,K−4

Si,K−2 =
√

K sin φi,K−2 cos φi,K−3

Si,K−1 =
√

K cos φi,K−2

(13)

と表すことができる．ここで，φi,0 の変域は [−π, π] であり，

φi,1, · · · , φi,K−2 の変域は [0, π]で制限される．すなわち，Si

を設計することは，φ
i

= [φ0 · · · φK−2]T ∈ RK−1 を設計す

ることと等価である．

4. 1 K = 1の場合

まず，最小のユークリッド空間である K = 1 の場合を考え

る．これはK = 1次元ユークリッド空間を考え，半径
√

K = 1

の K − 1 = 0 次元超球面上で，K = 1 ビット伝送するために，

Si = [Si,0]T ∈ R, (i = 0, 1) の 2K=1 = 2 点のシンボル点を

配置する問題になる．しかしながら，半径 1の零次元超球面は，

図 2 に示す {−1, +1} の二つの点でのみ構成されるので，2 点

のシンボル配置の自由度はなく，一意に確定される．このシン

ボル配置は，すなわち BPSK (Binary PSK)と等価である．ま

た，図中のカッコ内の {0, 1} はシンボルに割り当てられてビッ
ト列の例であり，最小シンボル点間距離は 2となる．
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図 3 一次元超球面上でのシンボル設計

4. 2 K = 2の場合

次に，K = 2 の場合について考える．これは，K = 2 次

元ユークリッド空間を考え，半径
√

K =
√

2 の一次元超球

面上，すなわち，円周上で，K = 2 ビット伝送するために，

Si = [Si,0, Si,1]T ∈ R2 (i = 0, 1, 2, 3)の 2K=2 = 4点のシン

ボル点を配置する問題になる．すなわち，図 3 に示すような半

径
√

2 の円周上に 4 個のシンボル点を配置すればよい．この配

置方法は無数に存在し，例えば，図 3 の (a) や (b) のように 4

点を配置することも可能である．しかしながら，伝送誤りの最

小化のためには適切なシンボル点の配置が考えられ，高い信号

対雑音比の伝送環境では，最小シンボル点間距離を最大にする

シンボル設計が伝送誤りを最小化することが広く知られている．

したがって，最小距離で隣接する点の距離を最大にするために

は，図 3 の (c) のように円に内接する正方形の四つの頂点にシ

ンボル点を配置することが望ましい．このシンボル点の配置は

すなわち QPSK (Quadrature PSK) と等価である．また，こ

のときも，K = 1の場合と同様に最小シンボル点間距離は 2と

なる．したがって，BPSK と QPSK は超球面変調のサブクラ

スとしてとらえることもできる．

4. 3 K = 3の場合

さて，次に，K = 3の場合について考える．このとき，三次

元ユークリッド空間上で 2K = 23 = 8 個のシンボルベクトル

Si = [Si,0 Si,1 Si,2]T ∈ R3 (i = 0, · · · , 7) を二次元超球面

上，すなわち，球上に配置する問題になる．式 (13)から，⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

Si,0 =
√

3 sin φi,1 cos φi,0

Si,1 =
√

3 sin φi,1 sin φi,0

Si,2 =
√

3 cos φi,1

(14)

図 4 二次元超球面上でのシンボル設計（Cube 設計）

表 1 各設計手法のシンボル点間ユークリッド距離頻度（K = 3）

ユークリッド距離 C TC CTC

2.0000 24 16 -

2.1054 - - 32

2.2741 - 16 -

2.8284 24 8 -

2.9775 - - 8

3.2713 - - 16

3.2907 - 16 -

3.4641 8 - -

における φ
i

= [φi,0 φi,1]T を決定すればよい．

第 4. 2 節で K = 2 のときは，半径
√

2 の円に内接する正方

形の四つの頂点にシンボル点を配置することが適切であること

を述べた．この指針を三次元ユークリッド空間に拡張し，図 4

に示すように，半径
√

3 の球に内接する立方体の 8 個の頂点に

シンボル点を配置することを考える．この設計を Cube (C) 設

計と呼ぶこととする．Cube設計での位相は⎧⎨
⎩

φ
(3,C)
i,0 =

(1−2gi,2)(1+2gi,1)
4 π

φ
(3,C)
i,1 = cos−1

(
1−2gi,3√

3

) (15)

で与えられる．ここで，(3, C)はK = 3での Cube設計を意味

する．表 1 の “C”の列にシンボル点間ユークリッド距離の頻度

分布を示す．シンボル点の組み合わせは 8 × 7 = 56存在するの

で，列の合計値は 56となる．図 4 で最小距離を示す線分は 12

本存在するが，表 1 では同一のシンボル点の組で 2回計数して

いることに注意する．ユークリッド距離が約 2.84284 となるシ

ンボル点の組は，立方体を構成する面の対角線（例えば，S0 と

S2）であり，約 3.4641は最大長となる組（例えば，S0 と S5）

の本数である．したがって，Cube設計での最小シンボル点間距

離はK = 1の BPSKとK = 2の QPSKのそれである 2と一

致する．これは，QPSK が次元当たりでは BPSK と等価であ

るように，Cube設計でも次元当たりでは BPSKと等価である

ことを示唆している．

このように，Cube設計では，最小シンボル点間距離をQPSK
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図 5 二次元超球面上でのシンボル設計（Twisted Cube

設計）

より延伸することはできない．そこで，Cube設計の変形により

シンボル点間距離を延伸する設計について考える．そこで，S0，

S1，S2，S3 を頂点とする立方体の上面と S4，S5，S6，S7 を

頂点とする立方体の下面を z 軸を軸に互いに逆方向に回転する

ことを考える．この回転により，上面と下面を最小距離で接続

するシンボル点の組（例えば，S0 と S7）の間の距離を 2より

延伸することができる．しかしながら，同時に，立方体の側面

の正方形の対角線を構成するシンボル点の組（例えば，S0 と

S6）の間の距離は 2
√

2 ≈ 2.8284より短縮される．そこで，最

小距離を構成するシンボル点の組数を削減するために，この延

伸できる距離と短縮されてしまう距離が等しくなるまで上下面

を回転することを考える．このためには，z 軸に対して上面を

+π/8，下面を −π/8 だけ回転させればよい．その結果，図 5

のような側面が 8面の二等辺三角形（例えば，S0，S1，S6）で

構成される形状となる．これを Twisted Cube (TC) 設計と呼

ぶこととする．ただし，図 5 のシンボル点を接続している線分

は最小距離を構成するシンボル点の組だけではないことに注意

する．Twisted Cube設計での位相は⎧⎨
⎩φ

(3,T C)
i,0 = φ

(3,C)
i,0 +

1−2gi,3

8 π

φ
(3,T C)
i,1 = φ

(3,C)
i,1

(16)

で与えられる．表 1 の “TC” の列に Twisted Cube 設計のシ

ンボル点間距離の分布を示す．Twisted Cube 設計では，2 で

あった Cube 設計の上下面を接続するシンボル点間距離を，側

面を構成する二等辺三角形の長辺の長さである 2.274 以上に延

伸できる．しかしながら，Twisted Cube 設計でも上下面の正

方形は回転のみで，その辺の長さは変わらないので，最小シン

ボル点間距離は 2 のままである．ただし，最小シンボル点間距

離を構成するシンボルの組数は 24から 16に削減できる．

Twisted Cube 設計は Cube 設計より良好な距離特性を有す

るが，依然，最小シンボル点間距離は 2 のままである．そこ

で，Twisted Cube 設計を更に発展させたシンボル設計につい

て議論を進める．球の xy 平面に平行する切断面を構成する円

図 6 二次元超球面上でのシンボル設計（Crushed

Twisted Cube 設計）

の半径は，中心に近づくにつれて大きくなり，xy 平面で最大

となる．すなわち，xy 平面に平行な上下面の正方形を球への

内接を維持しながら，中心方向に平行移動することで，最小

シンボル点間距離を構成する上下面の辺の長さを延伸するこ

とができる．この操作は，上下の正方形の辺を延伸できる一方

で，側面を構成する二等辺三角形の長辺を短縮する作用があ

る．そこで，最小シンボル点間距離の最大化の観点から，側面

を構成する二等辺三角形の三辺の長さが同一，すなわち正三

角形になるまで，上下面を中心方向に平行移動することを考え

る．このような設計を Crushed Twisted Cube (CTC) 設計と

呼ぶこととする．Crushed Twisted Cube設計のためには，方

位角は Twisted Cube 設計のままで φ
(3,CT C)
i,0 = φ

(3,T C)
i,0 と

し，仰角 φ
(3,CT C)
i,1 を適切に決定すればよい．この条件は，例

えば，dE(S0; S1) = dE(S0; S7)が満たされればよい．未知数

α (0 <= α <= π/2) を用いて，上面に属する S0 と S1 の仰角を

φ
(3,CT C)
0,1 = φ

(3,CT C)
1,1 = π/2 − α，下面に属する S7 の仰角

を φ
(3,CT C)
7,1 = π/2 + αとするとき，

⎧⎨
⎩

d2
E
(S0;S1)

6 = cos2 α

d2
E
(S0;S7)

6 = 2 − cos2 α√
2

− cos2 α
(17)

と書けるので，dE(S0; S1) = dE(S0; S7)を満たす未知数 αは

α =
1

2
cos−1

(
9 − 4

√
2

7

)
(18)

で与えられる．したがって，Crushed Twisted Cube設計での

位相は⎧⎨
⎩

φ
(3,CT C)
i,0 = φ

(3,T C)
i,0

φ
(3,CT C)
i,1 = π

2 − 1−2gi,3

2 cos−1
(

9−4
√

2
7

) (19)

で与えられる．図 6 に Crushed Twisted Cube 設計のシンボ

ル配置を示す．また，表 1 の “CTC”の列に Crushed Twisted

Cube設計のシンボル点間距離の分布を示す．Crushed Twisted
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図 7 三次元超球面上でのシンボル設計（Cube 設計）

Cube 設計では，最小シンボル点間距離を 2.105 以上に延伸で

き，QPSKのそれを凌ぐことができる．

この Crushed Twisted Cube設計の形状は，幾何分野で古く

から知られており（12），アルキメデスの反角柱とも呼ばれる．こ

れは，結果として，文献（6）で変調方式に適用した提案方式と一

致している．

4. 4 K = 4の場合

次に K = 4 の場合について議論する．これは，四次元

ユークリッド空間上で 24 = 16 個のシンボルベクトルを

Si = [Si,0 Si,1 Si,2 Si,3]T ∈ R4 (i = 0, · · · , 15) を三次

元超球面上に配置する問題となる．すなわち，⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Si,0 =
√

4 sin φi,2 sin φi,1 cos φi,0

Si,1 =
√

4 sin φi,2 sin φi,1 sin φi,0

Si,2 =
√

4 sin φi,2 cos φi,1

Si,3 =
√

4 cos φi,2

(20)

における φ
i

= [φi,0 φi,1 φi,2]T を決定する問題である．K = 3

の場合と同様に，四次元ユークリッド空間上の四次元超球体に

内接する四次元超立方体の 16 個の頂点にシンボル点を配置す

る Cube設計から出発しよう．図 7 に四次元超立方体の頂点へ

のシンボル点配置を示す．ただし，この図は四次元ユークリッ

ド空間の座標を三次元空間に模擬的に投影したものであること

に注意する．図中のシンボル点を接続する線分は最小シンボル

点間距離を構成するシンボル点の組について示している．Cube

設計での位相は⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

φ
(4,C)
i,0 =

(1−2gi,2)(1+2gi,1)
4 π

φ
(4,C)
i,1 = cos−1

(
1−2gi,3√

3

)
φ
(4,C)
i,2 = cos−1

(
1−2gi,4√

4

) (21)

で与えられる．表 1 のK = 3の場合と同様に，表 2 の “C”列

表 2 各設計手法のシンボル点間ユークリッド距離頻度（K = 4）

ユークリッド距離 C TC CTC

2.0000 64 32 -

2.1648 - - 96

2.2741 - 64 -

2.5744 - - 16

2.8284 96 32 -

3.0615 - - 16

3.2907 - 64 -

3.3636 - - 96

3.4641 64 32 -

4.0000 16 16 16

図 8 三次元超球面上でのシンボル設計（Twisted Cube

設計）

に，Cube 設計でのシンボル点間距離の分布を示す．K = 4 の

場合，16 × 15 = 240 のシンボル点の組が存在するので，各列

の合計値は 240となる．やはり，K = 3の場合と同様に，最小

シンボル点間距離は QPSKと同じく 2となる．

最小シンボル点間距離を構成するシンボル点の組数を削減す

るために，K = 3 の場合と同様に Twisted Cube 設計を導入

する．図 7 の 4平面，A{S0, S1, S2, S3}，B{S4, S5, S6, S7}，
C{S8, S9, S10, S11}，D{S12, S13, S14, S15}に着目する．面
Aを +π/8，面 B を −π/8だけ回転させると，面 Aと面 B は

相対的に π/4 だけ回転されるので，面 A と面 B に属するシン

ボル点間の距離を延伸できる．例えば，S0 と S7 の間の距離は

2 から 2.274 以上に延伸可能である．その結果，図 7 の模擬的

に外側を構成する超立方体の側面は二等辺三角形（例えば，S0，

S6 と S7）を構成することなる．図 8 に Twisted Cube 設計

のシンボル点配置を示す．ただし，シンボル点を接続している

線分は最小距離を構成するシンボル点の組のみではないことに

注意する．同時に，面 C を +π/8，面 D を −π/8 だけ回転さ

せると，模擬的に内側を構成する超立方体でも同様となる．更

に，模擬的に外側と内側を最小距離で接続していた正方形（例

えば，S0，S1，S14，S15）は，やはり二等辺三角形（例えば，
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S0，S14，S15）を構成することになる．Twisted Cube設計で

の位相は⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

φ
(4,T C)
i,0 = φ

(4,C)
i,0 +

1−2(gi,3⊕gi,4)
8 π

φ
(4,T C)
i,1 = φ

(4,C)
i,1

φ
(4,T C)
i,2 = φ

(4,C)
i,2

(22)

で与えられる．表 2 の “TC”列に，Twisted Cube設計のシン

ボル点間距離の分布を示す．Twisted Cube 設計では，最小距

離を構成するシンボル点の組数を 64 から 32 に削減できるが，

回転した正方形を構成するシンボル点間距離は変わらないので，

最小シンボル点間距離は，依然として，2のままである．

そこで，K = 3でのCrushed Twisted Cube設計の場合と同

様に，面A，面B，面C，面Dを平行移動することを考える．これ

は，図 8 の各シンボル点から延びる 6本の線分の長さが全て等し

くなるようにすればよい．このためには，φ
(4,CT C)
i,0 = φ

(4,T C)
i,0

の下，‖S0 −S1‖ = ‖S0 −S7‖ = ‖S0 −S15‖を満たすように，
φ
(4,CT C)
i,1 と φ

(4,CT C)
i,2 を調整すればよい．各面の平行移動の

制約条件から，未知数 α (0 <= α <= π/2)，β (0 <= β <= π/2)を

導入し，⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

φ
(4,CT C)
0,1 = φ

(4,CT C)
1,1 = φ

(4,CT C)
15,1 = π

2 − α

φ
(4,CT C)
0,2 = φ

(4,CT C)
1,2 = φ

(4,CT C)
7,2 = π

2 − β

φ
(4,CT C)
7,1 = π

2 + α

φ
(4,CT C)
15,2 = π

2 + β

(23)

とするとき，‖S0 −S1‖ = ‖S0 − S7‖ = ‖S0 − S15‖を満たす
(α, β)は⎧⎨

⎩
α = 1

2 cos−1
(

9−4
√

2
7

)
β = 1

2 cos2
(
2 −√

2
) (24)

で与えられる．したがって，Crushed Twisted Cube設計の位

相は⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

φ
(4,CT C)
i,0 = φ

(4,T C)
i,0

φ
(4,CT C)
i,1 = π

2 − 1−2gi,3

2 cos−1
(

9−4
√

2
7

)
φ
(4,CT C)
i,2 = π

2 − 1−2gi,4

2 cos−1
(
2 −√

2
) (25)

で与えられる．表 2 の “CTC”列に，Crushed Twisted Cube

設計でのシンボル点間距離の分布を示す．K = 4 の Crushed

Twisted Cube 設計では，最小シンボル点間距離を 2.164 以上

に延伸でき，K = 3のときの約 2.105より更に延伸できる．こ

の結果は，文献（13）に示される三次元と四次元の同一シンボル

数での最小ユークリッド距離よりも延伸が可能である．

4. 5 一般化超球面変調

ここまで，K = 4 までの超球面変調について解説してきた．

本節では，これまでの手続きに倣って，任意の K 次元ユーク

リッド空間で超球面変調を一般化する．K 次元ユークリッド空

間上で，K − 1次元超球面上に 2K のシンボル点を配置する問

表 3 Cube 設計と Twisted Cube 設計の最小シンボル

点間距離を構成するシンボル点の組数

K C TC

3 24 16

4 64 32

5 160 64

6 384 128

7 896 256

8 2048 512

題を考えるときに，まず，K 次元超球体に内接するK 次元超立

方体を考え，その頂点にシンボル点を配置する Cube 設計を考

える．Cube設計の位相は⎧⎨
⎩

φ
(K,C)
i,0 =

(1−2gi,2)(2gi,1+1)
4 π

φ
(K,C)
i,k = cos−1

(
1−2gi,k+2√

k+2

)
(k = 1, · · · , K − 2)

(26)

のように一般化できる．これまで見てきたように，Cube 設計

は次元当たりでは BPSKと等価であり，最小シンボル点間距離

は K によらず 2となる．

次に，K 次元超立方体の対となる正方形を相対的に π/4だけ

回転させる Twisted Cube設計に進む．Twisted Cube設計の

位相は⎧⎨
⎩φ

(K,T C)
i,0 = φ

(K,C)
i,0 +

1−2
⊕K

m=3
gi,m

8 π

φ
(K,T C)
i,k = φ

(K,C)
i,k (k = 1, · · · , K − 2)

(27)

のように一般化できる．ここで，
⊕K

m=3 gi,m = gi,3 ⊕ gi,4 ⊕
· · · ⊕ gi,K である．表 3 に Cube 設計と Twisted Cube 設計

における最小シンボル点間距離を構成するシンボル点の組数を

K = 3, · · · , 8 に関して示す．ただし，シンボル点の全組数は

2K × (2K − 1)であることに注意する．Twisted Cube設計で

は，やはり，最小シンボル点間距離は K によらず 2 となるが，

最小シンボル点間距離を構成するシンボル点の組数は Cube 設

計の場合より削減できる．

次に，Twisted Cube 設計で回転した正方形の平行移動に

よる Crushed Twisted Cube 設計の一般化を示す．Crushed

Twisted Cube設計の位相は⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

φ
(K,CT C)
i,0 = φ

(K,T C)
i,0

φ
(K,CT C)
i,k = π

2 − 1−2gi,k+2

2 cos−1 (2ck − 1)

(k = 1, · · · , K − 2)

(28)

と一般化できる．ここで，

ck =

⎧⎨
⎩

1 (k = 0)

2

2+ 1√
2

∏k−1

m=0
cm

(k > 0)
(29)

とした．表 4 に，Crushed Twisted Cube 設計における

K = 3, · · · , 8 での最小シンボル点間距離と，QPSK のそれ

である 2に対する延伸率を示す．Crushed Twisted Cube設計
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表 4 Crushed Twisted Cube設計における最小シンボ

ル点間距離と延伸率

K 最小シンボル点間距離 延伸率 [%]

3 2.1054 105.270

4 2.1647 108.235

5 2.2029 110.145

6 2.2294 111.470

7 2.2490 112.450

8 2.2640 113.200

では，K の増加とともに最小シンボル点間距離を延伸すること

が可能であり，K = 8の場合，QPSKと比べて 13ポイント以

上の延伸が可能である．ただし，延伸率の増加幅は K の増加と

ともに減少する．

5. 数値計算例

本節では，これまでに解説した Cube 設計，Twisted Cube

設計，Crushed Twisted Cube 設計によりシンボル設計を施

した際の伝送システムの性能評価について説明する．ここで

は，基礎的な評価として，AWGN 伝送路での評価についての

み言及する．図 9 に Cube 設計，図 10 に Twisted Cube 設

計，図 11 に Crushed Twisted Cube 設計を適用した場合の

Eb/N0 に対する BER特性を示す．ここでは，各設計において，

K = 3, · · · , 8 の場合の BER 特性を示す．図中の破線で示し

た “QPSK(exact)”はQPSK伝送時の BERの理論特性の厳密

値（10）を示す．これは，第 4. 2 節で説明したように，K = 2の

場合に相当する．図中の実線は式 (12)で示した BERの上界特

性を示し，プロットはシミュレーション結果を示す．

図 9 に示す Cube 設計では，シミュレーション結果は K に

よらず QPSKの理論特性と一致する．図 4 で示した K = 3の

例のように，Cube設計は次元ごとに眺めると BPSKと等価で

あるので，QPSK の BER 特性が BPSK のそれと一致するの

と同様に，Cube設計の BERも一致する．すなわち，Cube設

計は高次元ユークリッド空間のシンボル設計の自由度を全く活

用できておらず，BPSKや QPSKと同等である．式 (12)で与

えられる BERの上界は，Eb/N0 が低いときは，最小シンボル

点間距離に起因する PER の累積の影響が大きくなるので，特

に K が大きくなるにつれて，緩い上界となるが，Eb/N0 が高

いときは，最小シンボル点間距離に起因する PER が支配的に

なるため，タイトな上界として機能する．

図 10 に示す Twisted Cube 設計では，表 1 や表 2 に示す

ように，最小シンボル点間距離は 2 のままで QPSK と等価な

Cube 設計と同じであるが，最小シンボル点間距離を構成する

シンボル点の組数を削減可能である．この効果により，特に，

最小シンボル点間距離を構成するシンボル点間でのシンボル誤

りが，全体の BER に対して支配的になる高 Eb/N0 において，

Twisted Cube設計による BERは QPSKのそれより低くでき

る．K の増加とともに BERは改善されていくが，改善の度合い

はK の増加とともに小さくなることが分かる．例えば，10−7の

BERを達成するための所要 Eb/N0 は QPSKと比べて K = 8

図 9 Cube 設計の Eb/N0 に対する BER 特性

図 10 Twisted Cube 設計の Eb/N0 に対する BER

特性

のとき，約 0.4 dB小さくできる．また，BERの上界はやはり，

高 Eb/N0 でタイトに機能する．一方で，Eb/N0 が低いときは，

Twisted Cube設計の BER特性は QPSKと比べて若干悪化す

る．これは，表 1 や表 2 で示したように，Twisted Cube設計
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図 11 Crushed Twisted Cube 設計の Eb/N0 に対す

る BER 特性

では，最大シンボル点間距離が短縮されるので，雑音の影響の

大きい低 Eb/N0 では，シンボル点間距離の長いシンボルへの

誤り判定確率が上昇するためであるが，実用上，問題になるこ

とは少ない．BERの上界はやはり，低 Eb/N0 では緩く働く．

最後に図 11 に示す Crushed Twisted Cube 設計について

議論する．Crushed Twisted Cube設計では，そもそも，最小

シンボル点間距離を延伸できるので，誤り耐性が根本的に強化

される．表 4 に示したように，次元数 K の増加とともに最小

シンボル点間距離を延伸できるので，やはり，最小シンボル点

間距離を構成するシンボル点間での判定誤りが全体の BER に

対して支配的となる高 Eb/N0 では，K の増加とともに BER

特性も改善される．例えば，10−7 の BER を達成するための

所要 Eb/N0 は，QPSK と比べて約 0.8 dB 改善される．各 K

での BER特性の改善度は，Twisted Cube 設計より Crushed

Twisted Cube設計の方が大きい．

6. まとめと今後の課題

本稿では，任意のK 次元ユークリッド空間上のK − 1次元超

球面上に 2K 個のシンボル点を配置する超球面変調について三

種の設計規範について説明した．Cube設計は，次元当たりでは

BPSKと等価であるため，高次元空間の設計の自由度を全く活

用できていないのに対して，Twisted Cube設計では，Cube設

計と比較して最小シンボル点間距離は変わらないものの，そのシ

ンボル点の組数を削減できる．更に，Crushed Twisted Cube

設計では，最小シンボル点間距離を Cube設計，Twisted Cube

設計と比べて延伸することが可能である．この設計の効果を評

価したところ，AWGN伝送路において 10−7 の BERを達成す

るための所要 Eb/N0 を，K = 8 の場合，Twisted Cube 設計

で約 0.4 dB，Crushed Twisted Cube設計で約 0.8 dB削減が

可能である．これは，QPSKと同じ伝送速度を保ったまま，同

じ BER を達成するための送信電力を削減可能であることを意

味している．ただし，最ゆう推定を行うためには，O(2K)の演

算量が必要となることに注意する．

Cube設計と異なり，Twisted Cube設計とCrushed Twisted

Cube設計は，送信ビットが複数の次元にまたがって寄与するこ

とになる．したがって，図 1 に示すように，K 次元で設計され

たシンボルベクトルを，伝送路の変動の相関が低い信号単位に

割り当てて伝送することで，復調の際にダイバーシチ効果が期

待できる．多次元信号空間を利用して，ダイバーシチ効果を獲

得できる代表的な手法としてスペクトル拡散技術があるが，こ

れは周波数利用効率を改善するために，多元接続数，若しくは

多重数を増加させると，相互干渉を引き起こす．これに対して，

超球面変調は本質的にダイバーシチ効果を期待できるような設

計が内包されている．

本稿では，超球面変調の最小シンボル点間距離延伸の伝送誤

りへの寄与を評価するために AWGN 伝送路での評価に注力し

たが，超球面変調がその真価を発揮するのはダイバーシチ効果

が期待できる選択性フェージング伝送路であると考えられる．今

後，フェージング伝送路での超球面変調の可能性について追及

していく予定である．更に，本稿では，1ビット/次元の制限の

もとでシンボル設計を行っていたが，伝送速度の高速化のため

の多次元ユークリッド空間でのシンボル設計についても取り組

む予定である．
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良好な音環境の保全をめざす音波の複雑さ解析
The Analysis of a Sound Wave Complexity for Keeping Sound Environment

眞壁義明 Yoshiaki MAKABE

アブストラクト 音環境を保全する取り組みの一つに騒音レベルによる規制がある．騒音レベルは音の大きさを聴覚の特性に基

づいて重み付けした感覚量であるが音の高さや音色の評価はできない．生活の質を向上する動きが活発化する中で，音環境

をより一層良いものへ進化させる活動も今後ますます高くなる．そのため環境音の評価においては音の高さや音色も重要な

要素になる．周波数解析ではスペクトルによりこれらの特徴を捉えることができるが代表できる指標はなく，騒音レベルの

ように数値化して評価することはできない．筆者らは音の高さと音色を波形の複雑さとして捉える提案をしており，複雑さ

を自己相似性の強弱で測ることで，その評価にフラクタル次元をそのまま使うことができる点を活用している．波形におけ

るフラクタル次元は一つの実数で表現できることから騒音レベルと同様に数値による評価が可能である．これまでの研究で

は聴覚で複雑さを識別できることを報告している．また飛行場や鉄道沿線といった地域性によりフラクタル次元が異なるこ

とも分かっている．本論文は我々が研究対象としている音環境について騒音規制法の概要やその運用などを紹介し，波形の

複雑さに着目した背景やフラクタル次元による複雑さの評価方法，解析事例，将来に対する展望などを述べる．

キーワード 音環境，音風景，環境音，騒音，複雑さ，フラクタル，フラクタル次元

Abstract One of the efforts to preserve a sound environment is regulation by based on the noise level. The noise level is

a sensory quantity in which the loudness of the sound is weighted using the characteristics of hearing, but the pitch

and/or timbre cannot be evaluated. As the movement to improve the quality of life becomes more active, activities

leading to the evolution of the sound environment to a better one will become more vigorons in the future. Therefore,

the pitch and timbre are also important factors in the evaluation of environmental sounds. In frequency analysis, the

pitch and timbre characteristics can be investigated using the spectrum, but there is no index that represents the wave-

form characteristics, and it cannot be quantified or evaluated in the same way as the noise level. The authors propose

to consider the pitch and timbre as the complexity of the waveform by measuring the complexity as the strength of

self-similarity taking advantage of the fact that the fractal dimension can be used for the evaluation. Since the fractal

dimension of the waveform can be expressed by one real number, it can be numerically evaluated similarly to the noise

level. Previous studies have revealed that complexity can be discriminated by hearing. It is also known that the fractal

dimension differs depending on the regional characteristics such as airport and railway lines. In this paper, we introduce

an outline of the noise regulation law and its operation, and describe the background focusing on the complexity of

waveforms, the method of evaluating complexity using the fractal dimension, analysis examples, and prospects.

Key words Sound Environment, Soundscape, Environmental Sound, Noise, Complexity, Fractal, Fractal Dimension

1. は じ め に

音環境を保全する取り組みの一つに騒音レベルによる規制が

ある．騒音レベルは音の大きさを聴覚の特性であるラウドネス

に基づいて重み付けした感覚量であり，行政による規制の判断

基準などに活用され，生活環境の保全や健康維持に資するもの

眞壁義明 正員 神奈川工科大学情報学部情報工学科
E-mail yoshiaki.makabe@m.ieice.org

Yoshiaki MAKABE, Member (Department of Information and Com-
puter Sciences, Faculty of Information Technology, Kanagawa Insti-
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電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ
Fundamentals Review Vol.15 No.2 pp.111–120 2021 年 10 月
c©電子情報通信学会 2021

である（1）．1977 年度に 20,000 件以上あった騒音の苦情件数は

1999 年度には 15,000 件以下にまで減少した．しかし 2019 年

度には 15,434件と再び増加傾向に転じていることから（2），こう

した状況に対応する新しい評価手法が必要である．昨今，生活

の質を向上する動きが活発化する中で音環境をより一層良いも

のへ進化させる活動も今後ますます高くなる．具体的には環境

音の評価において音の高さや音色も重要な要素になると考えて

いるが，騒音レベルはこれらの評価はできない．こうした動き

に合わせて従来手法とは異なる観点で新たな手法が必要になる

と考えている．周波数解析によりスペクトルから音の高さや音

色の特徴を調べることができるが，例えば白色雑音のような広

帯域信号を想定したとき，スペクトルの広がりを数値化して表

すことはできない．そこで筆者らは音の高さと音色を波形の複

雑さとして捉える提案をしており，複雑さを自己相似性の強弱
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で測ることで，その評価にフラクタル次元をそのまま使うこと

ができる点を活用している．

フラクタル (Fractal) は 1982 年に数学的な概念が提唱され，

マンデルブロート (Mandelbrot)はその定義を「ハウスドルフ–

ベシコビッチ次元 (Hausdorff-Besicovitch Dimension) が厳密

に位相次元より大きいような集合である」とした（3）．波形の場

合，それは 1.0より大きく 2.0以下の実数となり 2.0に近いほど

複雑さが強くなる（3），（4）．本研究のほかにもフラクタル次元を活

用した研究事例があり，例えば経済分野への応用（5）～（7）や脳波

解析・感性分析（8），地震予知（9）～（11）への研究成果が報告されて

いる．我々は波形の複雑さと音響の関係を検討するため，フラク

タル次元をパラメタとして波形の複雑さを任意に指定できるワイ

エルシュトラス–マンデルブロート (Weierstrass-Mandelbrot)

関数で作成した音波を用いた聴覚実験を行い，聴覚で複雑さの

識別が可能であることを示した（12）．また飛行場や鉄道沿線のよ

うな地域性の特徴によりフラクタル次元が異なることを見出し

た（13）．更に環境音の波形における複雑さを分析する研究を進め，

アフィン変換の反復関数系によって環境音波形の再構成が可能

であることを明らかにし，変換のパラメタが環境音における複

雑さを表すものであることを示した（14），（15）．本論文は音環境を

取り巻く状況を述べた上で，フラクタル次元を用いた波形の複

雑さの評価手法を紹介する．その上で，飛行場の滑走路周辺及

び新幹線の沿線で計測した環境音波形やデータベースで公開さ

れている道路交通音と会話音声を合成した波形への適用事例を

説明し，環境音のフラクタル次元を測定することが音環境の評

価に有効であることを述べる．

2. 音環境をとりまく状況

2. 1 騒音の種類

音環境は環境音によって作り出されるものである．環境音の

音源は野鳥のさえずりや川のせせらぎといった自然環境による

ものから生活音や交通音といった人工的なものまで多種多様で

ある．その中で不快感を及ぼすものは状況によっては騒音とし

て扱われることがある．図 1 は環境音の種類と音の大きさの関

係であり，等価騒音レベルが高いほど生活環境に影響を及ぼす恐

れがある（16）．そのため環境省 水・大気環境局が中心となって良

好な音環境を守る活動を推進している．例えば地域の人々が将

来に残していきたい音環境（自然環境，文化や地場産業が形成

する音が聞こえる風景など）を選定する活動があり，パンフレッ

ト（17）の作成などによる啓蒙活動を行っている．このような環境

における音源は生き物の音（鳥の声や昆虫の羽音など）や自然

の音（川の流れや海の波），生活文化の音（祭りや産業などの音）

まで多岐にわたる（17）．ところが音の大きさに限らず地域や時間

帯によってはどのような音も騒音となる可能性がある（16），（18）．

総務省の外局である公害等調整委員会では典型 7公害（騒音，

大気汚染，悪臭，水質汚濁，振動，土壌汚染，地盤沈下）の苦情

件数の推移を発表している．図 2 はこれらの発生件数の推移で

2014 年度（平成 26 年度）には騒音に関する苦情の発生件数は

図 1 騒音の目安（文献（16）より抜粋）

図 2 典型 7公害の種類別，公害苦情受付件数の推移（2）

表 1 工場・事業場騒音における規制対象となる設備

No. 設備名称

1 金属加工機械（圧延機械，製管機械等）

2 空気圧縮機及び送風機

3 土石用又は鉱物用の破砕機，摩砕機，ふるい及び分級機

4 織機（原動機を用いるものに限る）

5 建設用資材製造機械（コンクリートプラント，アスファルト

プラント）

6 穀物用製粉機

7 木材加工機械（ドラムバーカー，チッパー等）

8 抄紙機

9 印刷機械（原動機を用いるものに限る）

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る）

最多となった．2019年度（令和元年度）では典型 7公害の苦情

件数 46,555件のうち，騒音は 15,434件で割合は 33.2%に達し

ており社会問題となっていることが分かる（2）．

騒音規制法は都道府県知事や市長・特別区長が騒音について

規制する地域を指定することを定めており，これらの地域は「指

定地域」と呼ばれる．騒音の種類は「工場・事業場騒音」，「建

築作業騒音」及び「自動車騒音」で，それぞれが規制対象となっ

ている（1）．

2. 1. 1 工場・事業場騒音

工場・事業場騒音は指定地域内において表 1 に示す設備を設

置している工場や事業場から発生する騒音を規制している．指

定地域は表 2 に示す 4種類の区域に分類され，表 3 に示すよう

に時間帯に応じて規制基準を定めている．具体的な区域，時間の

区分及び基準値は都道府県知事，または市長（市の区域内の地
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表 2 指定区域の種類（工場・事業場騒音）

指定区域 説明

第 1 種区域 良好な住居の環境を保全するため，特に静穏の保持を

必要とする区域

第 2 種区域 住居の用に供されているため，静穏の保持を必要とす

る区域

第 3 種区域 住居の用にあわせて商業，工業等の用に供されている

区域であって，その区域内の住民の生活環境を保全す

るため，騒音の発生を防止する必要がある区域

第 4 種区域 主として工業等の用に供されている区域であって，そ

の区域内の住民の生活環境を悪化させないため，著し

い騒音の発生を防止する必要がある区域

表 3 工場・事業場騒音の規制内容（単位：dB）

指定区域 昼間 朝・夕 夜間

第 1 種区域 45～50 40～45 40～45

第 2 種区域 50～60 45～50 40～50

第 3 種区域 60～65 55～65 50～55

第 4 種区域 65～70 60～70 55～65

表 4 特定建設作業

No. 特定建設作業の名称

1 くい打機（もんけんを除く），くい抜機又はくい打くい抜機

（圧入式くい打くい抜機を除く）を使用する作業

2 びょう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業

4 空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力として使用する

作業を除く）

5 コンクリートプラント，またはアスファルトプラントを設け

て行う作業

6 バックホウを使用する作業

7 トラクターショベルを使用する作業

8 ブルドーザーを使用する作業

表 5 指定区域の種類（特定建設作業）

指定区域 説明

第 1 号区域 良好な住居の環境を保全するため，特に静穏の保持を

必要とする区域他

第 2 号区域 指定地域のうちの第 1 号区域以外の区域

域）がこの表に示す基準の範囲内で定めることとなっている（19）．

2. 1. 2 建設作業騒音

建設作業騒音は指定地域内において建設工事で行われる作業

のうち，表 4 に示す 8種類の特定建設作業を規制対象としてい

る．指定地域は表 5 に示す 2種類の区域に分類され，表 6 に示

すように時間帯に応じて規制基準を定めている．

2. 1. 3 自動車騒音

自動車騒音の管理は指定地域内を表 7 に示す 3種類の区域に

分類し，表 8 に示すように時間帯に応じて要請限度を定めてい

る．指定地域内における自動車騒音が要請限度を超過し周辺の

生活環境が著しく損なわれているとき，市町村長は都道府県公

安委員会に対して改善などの要請ができる．

表 6 特定建設作業の規制内容

規制項目 第 1 号区域 第 2 号区域

作業時間帯 19 時から翌朝 7 時に行

われないこと

22 時から翌朝 6 時に行

われないこと

騒音の大きさ 敷 地 境 界 に お い て

85 [dB]を超えないこと

同左

作業期間 10時間/日以内，かつ連

続 6 日以内

14時間/日以内，かつ連

続 6 日以内

作業日 日曜日，その他の休日で

ないこと

同左

表 7 指定地域内の分類（自動車騒音）

指定区域 説明

a 区域 専ら住居の用に供される区域

b 区域 主として住居の用に供される区域

c 区域 相当数の住居と併せて商業，工業等の用に供される区域

表 8 要請限度の内容（単位：dB）

時間帯 a 区域 a 区域 b 区域 b 区域 c 区域

車線数 1 車線 2 車線 1 車線 2 車線 1 車線

以上 以上 以上

6～22 時 65 70 65 75 75

22～6 時 55 65 55 70 70

図 3 騒音の苦情に対する行政措置の流れ（1）

以上 3 種類の騒音について述べたが，行政が改善勧告するた

めには図 3 に示すように「周辺の生活環境が損なわれている」

ことを立証する必要がある．筆者らはこのような事象の証明に

音響信号処理を役立てるための研究を進めている．

2. 2 本研究の位置づけ

環境音の評価に用いる騒音計の仕様は JIS C 1509-1 (IEC

61672-1)で規格化されており，34の周波数バンドについて周波

数重み付けを行い音の大きさを感覚量として計測している．こ

の周波数重み付けを A特性と呼び，その特性を図 4 に示す．ま

た騒音計では音の高さと音色を評価できないため，音環境を詳

細に評価する場合は周波数解析などを併用する必要がある．

周波数解析の特徴は周波数帯域ごとでの音の大きさや高調波

の発生状況が分かる点である．具体的にはスペクトルが広帯域

のとき，波形は白色雑音のように複雑な変化をし，単一の波形

の場合にはインパルスとなる．それとは逆に，スペクトルが狭

帯域であれば波形は正弦波状となる．
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図 4 The A-weight curve in sound level meter (JIS C 1509-1 (IEC

61672-1))

このような定性的な特徴を環境音評価で活用するには，等価

騒音レベルのように数値化して評価することが望ましい．

本研究はこれらの特徴をあわせもつ手法として，フラクタル

次元により波形の複雑さを評価する手法を検討している．これ

により波形の性質を物理量として表現できる指標の実用化をめ

ざしている．

3. 波形の複雑さについて

3. 1 波形のフラクタル構造の検討

ここでは海岸線を例にとって波形の複雑さを検討する．図 5

はノルウェーのベルゲン周辺の海岸線であるが，地図を描くとき

の縮尺を変えることで海岸線の長さも変化する．例えば図 6 は

縮尺を小さくしたため，高精細でフィヨルドの海岸線を再現で

きている．そのため海岸線の長さを測ると海岸線を細部まで表

している図 6 の方が長くなるという現象が現れる．そこで縮尺

と地図上の海岸線の長さの関係を両対数のグラフにすると図 7

に示すように直線関係となることが知られている（3）．

フラクタル構造の代表的な例として図 8 に示すコッホ曲線が

挙げられる．(A)において青色線で囲った箇所を拡大すると (B)

と同形になる．また (A)は (B)を 4本，縮小・回転させて構成

されている．更に全体的に見ると，(A)，(B)とも凸形状となっ

ている点で相似である．同様の現象を (B)と (C)の間でも見る

ことができる．このような性質は自己相似性といわれておりコッ

ホ曲線はその一例である．後述するフラクタル次元を用いて自

己相似性の強弱を評価することもできる（3）．

フラクタル構造をもつ波形を生成することも可能で，その一

つにワイエルシュトラス–マンデルブロート関数を用いる手法が

ある（3），（12）．この関数は複素数であるがその実部だけでもフラ

クタル次元を有する波形を得られることが分かっており，これ

を C(t) とすればフラクタル次元を D，時刻を t 及び任意のパ

ラメタを bとするとき

C(t) =

∞∑
n=−∞

1 − cos bnt

b(2−D)n
(1)

で表される．

式 (1)において D = 1.5, b = 1.5とするとき，1 [s]（65,536

図 5 Coastline around Bergen, Norway (Google)

図 6 Coastline around Bergen, Norway (high-definition) (Google)

図 7 The relationship between map scale and coastline length（3）

図 8 The Koch curve
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図 9 Weierstrass-Mandelbrot function (all)

図 10 Weierstrass-Mandelbrot function (expansion)

ポイント）の波形を図 9 に示す．フラクタル構造を有する波形

は図 9 と同様の変化を縮小した形で含むことになる．図 10 は

先頭の 0.012 [s]（786 ポイント）を拡大した波形であり，図 9

と比べると視覚的に類似な波形であることが分かる．波形のフ

ラクタル次元は 1 より大きく 2 以下の実数となり，標準的なブ

ラウン運動では 1.5，白色雑音のように複雑な波形ほど 2 に近

い値をとる（5）．

3. 2 フラクタル次元

ここでは空間内の 2 点間距離の概念を用いてフラクタル次元

について考える．いま空間内に点の集合 Sがあるとき，その大

きさを測定することを考える．図 11 や図 12 のように空間を一

辺 δ の線分や面・立体で被覆するとき，その総和を本論文では

測度と呼ぶ．

曲線の測度はその被覆に必要な線分の長さ δ と本数 N(δ) で

求めることができる．いま長さ L0 の曲線があるとき，その測

度 Lは

L = N(δ)δ (2)

であり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

L = L0 (3)

である．同様に一辺 δ の面で被覆するとき，その測度 Aは

A = N(δ)δ2 = Lδ (4)

となり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

A = lim
δ→0

Lδ = L0 lim
δ→0

δ = 0 (5)

となってしまう．同じように立体で被覆するとき，その測度 V

図 11 Size measurement of point set (in case of curve).

図 12 Size measurement of point set (in case of area).

は

V = N(δ)δ3 = Aδ = Lδ2 (6)

となり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

V = lim
δ→0

Lδ2 = L0 lim
δ→0

δ2 = 0 (7)

となることから意味のある測度は曲線の長さ L0 のみである．

次に図 12 にあるような面の大きさを測ることを考える．い

ま面積 A0 の面があるとき，その測度は Aは

A = N(δ)δ2 (8)

であり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

A = A0 (9)

である．これを一辺 δ の立体で被覆するとき，その測度 V は

V = N(δ)δ3 = Aδ (10)

となり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

V = lim
δ→0

Aδ = A0 lim
δ→0

δ = 0 (11)

となることから曲線の場合と同様に，意味のある測度は A0 と

いうことになる．これまでの説明では曲線や面積，体積を長さ δ

の線分で測ることを述べてきた．以降ではそれらを一辺が δ の

面で測ることを考える．形式的には

L = N(δ)δ = Aδ−1 (12)

であり δ → 0の極限値は

lim
δ→0

L = lim
δ→0

Aδ−1 = A0 lim
δ→0

δ−1 = ∞ (13)

となる．つまり大きさを測る試験体の次元により測度は 0 のと

きがあれば∞ となることもある．一般的に空間内の点集合 S
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の大きさの測度を求めるための試験関数 h(δ)を，測度の次元が

dのとき

h(δ) = δd (14)

とすれば，δ → 0 での測度Md は 0 または∞ となる．集合 S

におけるフラクタル次元 D とは測度Md が 0から∞に変化す

る臨界次元，つまり

Md = N(δ)δd −−−→
δ→0

⎧⎨
⎩0 (d > D)

∞ (d < D)
(15)

であり曲線の測度 Lを用いて表現すると

L = N(δ)δD (16)

と表現できる．

フラクタル次元Dを導くため式 (16)の対数をとり整理すると

log N(δ) = −D log δ + log L (17)

となる．そこでフラクタル次元 D が δ と log N(δ) による回帰

直線の傾きとなっていることに着目し，最小二乗法を用いてそ

の値を求めることができる．

3. 3 樋口法によるフラクタル次元の算出

本論文ではフラクタル次元の算出に樋口法（20）を適用する．い

ま一次元時系列データ X = X(1), X(2), X(3), · · · , X(N) が

あるとき，整数 kで粗視化した時系列のセットを k個構成する．

具体的には整数 mを初期時間とするとき

X̃m(k); x(m), x(m + k), x(m + 2k), · · · ,

x

(
m +

[
N − m

k

]
· k
)

(m = 1, 2, · · · , k) (18)

と表現できる．ここで [·]はガウス記号である．このように構成
した各々の X̃m(k)に対する長さを Lm(k)とすれば

Lm(k)

=

⎧⎪⎨
⎪⎩
⎛
⎜⎝

[ N−m

k
]∑

i=1

|x(m + ik) − x(m + (i − 1)k)|

⎞
⎟⎠ N − 1[

N−m
k

] · k
⎫⎪⎬
⎪⎭
/

k

(m = 1, 2, · · · , k)

(19)

となる．ここで式 (19)において右辺側の項

N − 1[
N−m

k

] · k (20)

は X̃m(k) 内のデータ数に違いがあるため補正するためのもの

である．その上で k で粗視化されたときの時系列の長さを k 個

の Lm(k)の算術平均で定義すると

L(k) =
1

k

k∑
m=1

Lm(k) (21)

図 13 Relation between δ and N(δ) of Weierstrass-Mandelbrot

function (D = 1.5, b = 1.5).

となる．フラクタル次元は k と L(k) を両対数グラフにプロッ

トして得られる回帰直線の傾きの絶対値となる．図 13 は式 (1)

で示したワイエルシュトラス–マンデルブロート関数 (D = 1.5,

b = 1.5) における k と L(k) の関係である．回帰直線の傾きは

1.5となっており，フラクタル次元を高い精度で推定できている

ことが分かる．

4. 環境音評価への適用事例

本節ではフラクタル次元の特徴を説明するため測定対象を生

活環境に影響を及ぼす環境音の波形とする．具体的には飛行場

の滑走路周辺，及び新幹線沿線で計測した波形を用いる．計測

条件は表 9 に示す．

4. 1 飛行場の滑走路周辺の環境音

計測地点は滑走路の北端近くにある公園で，そこから空港設

備に向かって撮影した写真が図 14 である．航空機は計測地点に

向かって滑走後に離陸している．図 15 は最大値で正規化した波

形であり，計測時刻 60 [s] から 90 [s] に航空機が計測地点に接

近している．それ以外の時間帯も別の滑走路に離着陸する航空

機音が含まれている．表 10 に計測状況の詳細を 10 [s] ごとに

整理した．

この波形のパワースペクトル密度を 2 種類の時間帯で求め

た．図 16 において灰色で示したスペクトルは航空機が未接近の

ときで，計測時刻 0～2 [s] の波形から算出した．周波数 100～

500 [Hz] の帯域における減衰量は 16 [dB/oct] である．図 16

において黒色で示したスペクトルは航空機が接近のときで，計

測時刻 68～70 [s] の波形によるものである．航空機の接近によ

り大きさは全帯域にわたり上昇しており，5 [kHz]より低い帯域

では未接近のときと比べ，60 [dB]大きくなっている．このよう

に航空機の接近で波形が視覚的に大きく変わるときは周波数解

析が有効であるが，このような特徴を数値で評価できると客観

的な見方ができる．

そこでフラクタル次元を用いてその特徴を捉えることを考え

る．図 17 は長さ 0.2 [s] の時間窓でフラクタル次元を逐次求め

た結果の時系列である．時間窓の長さはこれまで筆者らが行っ

た測定実績より 0.2 [s]としたが，文献（21）では測定時間や正規

性の概念で議論している．航空機が未接近時のフラクタル次元

は 1.3 から 2.0 の区間でランダムに変化しているが，航空機が

116 IEICE Fundamentals Review Vol.15 No.2



表 9 適用事例で用いた環境音の計測条件

項目 内容

計測機材 R-09（ローランド製）

標本化周波数 48 kHz

分解能 24 bit

記録方法 リニア PCM

（飛行場の滑走路周辺）

計測地点 空港周辺の公園内（千葉県成田市）

（新幹線沿線）

計測地点 新幹線沿線の交差点（神奈川県平塚市）

図 14 Situation of measuring environmental sound around airport

runway.

図 15 Normalized amplitude of airport runway.

最も接近する 78 [s] 付近で 2.0 まで上昇し離れるにつれて低下

している．同様の傾向が 15 [s] 付近にもあるが，こちらは別の

航空機から発生している音波によるものである．

波形が自己相似性を有する場合，その一部を拡大すると図 9

及び図 10 のように視覚的に類似した波形となる．フラクタル

次元が 2.0 に近づくほど波形は複雑になりこのような類似性は

見られなくなる．航空機の接近時は機体の空力音やジェットエン

ジン音などから発生する高周波数の音波によって波形が複雑に

なりフラクタル次元が高くなると考えられる．

表 10 計測した環境音の特徴（飛行場の滑走路周辺）

計測時間 [s] 内容

0～10 幼児の声，男声，航空機音（背景）

10～20 幼児の声，男声，航空機音（背景）

20～30 カラスらしき鳥の鳴き声，男声，航空機音（背景）が

目立ち始める．

30～40 男性の声，航空機音がだんだん鮮明になる．

40～50 幼児の声，航空機音の音が更に鮮明になる．

50～60 幼児の声，航空機音（全面）

60～70 幼児の声（2 人），後半にキュキュという音，航空機

音（全面）

70～80 前半にキュキュという音，航空機音（全面）

80～90 後半にカラスらしき声，航空機音（全面）

90～100 中盤に幼児の声，航空機音（全面）

100～110 幼児の声，キュキュという音，航空機音（背景）

110～120 幼児の声，キュキュという音，航空機音（背景）

図 16 Power spectrum density of airport runway (from 0 to 2 [s]

(gray)/68 to 70 [s] (black) of measurement time.

図 17 Fractal dimension of airport runway (time window length

for fractal dimension calculation is 0.2 [s]).

4. 2 新幹線沿線の環境音

計測地点の状況は図 18 に示すように東海道新幹線の高架線
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図 18 Situation of measuring environmental sound

around Shinkansen railroad between Shin-

Yokohama and Odawara.

図 19 Normalized amplitude of Shinakansen railroad.

表 11 計測した環境音の特徴（新幹線沿線）

計測時間 [s] 内容

0～10 前半にカラスの鳴き声，後半に自動車の走行音

10～20 前半にカラスの鳴き声と自動車の走行音

20～30 中盤にカラスの鳴き声，終盤に自動車の走行音

30～40 序盤に自動車の走行音，中盤から終盤にかけて新幹

線電車の走行音，パンタグラフと架線の摩擦音

40～50 序盤に新幹線電車の走行音，中盤から終盤にかけて

自動車の走行音

50～60 全般にわたり自動車の走行音とカラスの鳴き声，終

盤にヒューという音

下で，交通量が多い交差点がある．図 19 は最大値で正規化し

た波形である．表 11 はこの波形から聴取した音の特徴を 10 [s]

ごとに整理している．

図 19，及び表 11 より，波形が大きくなっている 30 [s]から

40 [s]に新幹線電車が通過している状況である．4.1節と同様に

0.2 [s]の時間窓で測定したフラクタル次元を図 20 に示す．新幹

線電車が通過する前（0～30 [s]）までのフラクタル次元は交通

音の特徴を捉えており平均は 1.65である．計測時刻 30～40 [s]

の間は新幹線電車の通過中でありフラクタル次元の平均は 1.46

であるが，約 1.6 まで上昇するピーク 2 箇所はパンタグラフと

架線の摩擦音によるものである．

図 20 Fractal dimension of Shinkansen runway (time window

length for fractal dimension calculation is 0.2 [s]).

新幹線電車の走行音における自己相似性は航空機音よりも強

く現れている．時系列的に判断すれば電車に搭載された駆動装

置やパンタグラフなどの機器から発生した音波が一定周期で繰

り返されることを捉えている．また周波数特性上では高い周波

数の音波が航空機音よりは少ないため，波形が航空機ほど複雑

にはならないと考えられる．なお 0，10，20，及び 50 [s] 付近

においてフラクタル次元が 1.4 以下に低下している原因はカラ

スの鳴き声によるものであり，カラスの鳴き声も新幹線電車と

同等の自己相似性を有している．

5. 交通音計測への適用検討

交通騒音などの計測では音声や鳥の鳴き声などは除外する必

要がある（22），（23）．このような事象を検出できると計測の自動化

を一層進めることができる．ここでは会話音声の混入が交通音

のフラクタル次元に及ぼす影響について述べる．具体的には交

通音（電子協騒音データベース No.9）に音声（日本音響学会音

声データベース模擬会話データ CRL0003D）を加算した波形か

らフラクタル次元を求める．交通音は幹線道路（神奈川県茅ケ

崎市の国道 1 号線）で収録したもので，自動車の頻繁な往来が

録音されている．会話音声は男女各 1 名の話者による模擬対話

での発声である．これらをデータベースからそれぞれ 60 [s] を

切り出し最大値で正規化して加算した結果を再度正規化した波

形を図 21 に示すが，この波形から交通音と会話音声の識別は

できない．そこで 4節と同様に 0.2 [s]の時間窓で求めたフラク

タル次元の時系列で検討する．図 22 は交通音のフラクタル次

元で平均は 1.9 である．4.1 節にて説明した航空機音と同様で，

自動車のエンジン音やブレーキ音といった高周波数の音波をラ

ンダムに含んでいるため波形が複雑となり，フラクタル次元が

高い値で推移しているものと考えられる．またエンジン音やブ

レーキ音の発生によりフラクタル次元が大きく低下することか

ら，これらの音は自己相似性を有している．

これと同じ条件で求めた会話音声のフラクタル次元を図 23 に

示す．フラクタル次元が突発的に上昇する箇所が複数あるもの
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図 21 Amplitude of traffic sound including conversation voice

(normalized by maximum amplitude).

図 22 Fractal dimension of traffic sound (time window length for

fractal dimension calculation is 0.2 [s]).

図 23 Fractal dimension of conversation voice (time window

length for fractal dimension calculation is 0.2 [s]).

の平均値は 1.4 となっている．音声は声帯の振動による周期性

があることから比較的強い自己相似性を有していると考えられ

える．なお，フラクタル次元の急上昇が発生するタイミングは

図 24 Fractal dimension of traffic sound including conversation

voice (red line) and that of traffic sound only (gray line)

(time window length for fractal dimension calculation is

0.2 [s]).

男声，女声によらず，無音状態から発声されるときである．

交通音に会話音声を加算した波形のフラクタル次元を図 24 に

示す．灰色で示したグラフは交通音のみのフラクタル次元であ

り，これと比較してみると会話音声におけるフラクタル次元の

特徴が反映されている．本論文における交通音と会話音声の合

成はそれぞれ振幅の最大値で正規化したものを加算しているが，

これらの比率を変えることでどちらかの特徴が強く現れる．例

えば，交通音の比率を高くすればフラクタル次元の変動は図 22

に近い特徴となり，逆に会話音声の比率を高くすれば図 23 のよ

うになる．混合の比率がフラクタル次元に及ぼす影響について

は文献（24）が述べている．

このような傾向を活用して交通音へ混入する会話音声などを

フラクタル次元により検出することが可能である．フラクタル

次元による音源分離は困難であるがビームフォーミングやブラ

インド信号分離などの音源分離手法と併用することで，それら

の性能を評価する指標として活用できると考えている．

6. お わ り に

本論文は環境音を評価する手法の一つとして波形の複雑さを

フラクタル次元で評価する方法を説明した．前半では騒音の種

類や行政措置を紹介し規制対象となる設備や作業などについて

概要を説明した．

後半ではフラクタルの概念やフラクタル次元について説明し

た．本論文は環境音の評価に資することに主眼を置いたためこ

れらの詳細な説明は割愛させて頂いた．興味をおもちの読者は，

文献（3）～（5）などを参照頂きたい．その上で飛行場周辺，鉄道

沿線の環境音におけるフラクタル次元の解析結果を紹介し，環境

音の中から航空機の飛行音，電車の走行音やパンタグラフと架

線の摩擦音，及び自動車のブレーキ音や空気ブレーキのエアー

音などを検出できることを述べた．またデータベースの交通音

に会話音声を加算した波形のフラクタル次元は，それぞれの特

徴が反映されることを示した．
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図 25 The detection method of change for sound environment by

fractal dimension

フラクタル次元の測定における課題もある．フラクタル次元

の測定において図 7 や図 13 に示す回帰直線を用いるとき，ノ

ンパラメトリックな手法であるため変動を生じることがあり今

後の研究課題である．

本研究の活用場面の一つにフラクタル次元の変化を監視する

ことによる音環境の変化の検知が考えられる．例えば図 25 に

示すような自然豊かな環境の中に工場などが進出し 2.1.1 節で

述べた工場・事業場騒音に関する規則に抵触しなくても音環境

の劣化は想定される．そのようなとき環境音をフラクタル次元

で評価することでその変化を物理量にて定量的に説明できる．

最後に音環境をめぐる状況の今後について述べさせて頂く．騒

音の苦情件数は大きく減少することは期待できない．また生活

環境における豊かさを追求する流れは今後ますます強くなり音

環境を一層良いものへ向上させる要求もそれに合わせて高くな

る．そのため近隣騒音に関する苦情の増加など，問題の深刻さ

は増していくと考えている．また技術革新のスピードが速まっ

ており，新たなテクノロジーを用いた装置が引き起こす騒音問

題は全く未知である．生活環境の保全が後手に回ることがない

ように継続して研究を深化させていきたい所存である．
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電波を使った無線通信を海中で試してみる
To Challenge the Use of Wireless Radio Communications in Seawater

滝沢賢一 Kenichi TAKIZAWA

アブストラクト 海中における電波の減衰量は非常に大きいことから，極めて低い周波数帯を除いて，実利用には適さないとさ

れていた．しかしながら，海中における無線通信に対するニーズの多様化によって，近年，電波を利用した海中無線通信技

術への期待が高まっている．著者らは，これまでに海中における電波を利用した無線通信について，浅海域における実験的

な評価を行ってきた．本稿では，これまでに行った実験結果について紹介する．

キーワード IoT (Internet-of-Things)，海中無線通信，電波

Abstract It is believed that the use of RF signals in seawater is not possible owing to large attenuation except LF bands.

Recently, the use of RF signals in underwater communications has been viewed as one of expected solutions towards

realizing various applications in seawater. In this paper, results of experiments on radio communications conducted in

shallow seawater are shown.

Key words IoT (Internet-of-Things), Underwater Communications, RF (radio frequency)

1. は じ め に

日本は四方を海に囲まれており，その面積は国土面積の約 12

倍に相当する世界有数の海域を有することから，海を守り，そし

て海を活かしていくことが強く求められている（1）．海域を対象

とした様々な IoT (Internet-of-Things)アプリケーション展開

への関心が世界的にも高まっており，これを受けて，海中にお

ける無線通信技術への期待が高まっている．海中における無線

通信としては，従来，音波や可視光を使った方式が多く用いら

れてきた．今後，港湾インフラを対象とした自律型無人潜航艇

（Autonomous Underwater Vehicle: AUV）による点検・保守

の自動化・省人化など，浅海域におけるアプリケーションへの期

待が高いことから，浅海域においては音波では多重反射や雑音

の影響，可視光では濁度の影響があることから，これらの従来

技術に加えて電波を利用した無線通信についても注目されてい

る（2），（3）．海水中における電波を利用した無線通信としては，超

長波 (Very Low Frequency: VLF)帯以下の周波数帯を用いた

潜水艦と陸上・空中との通信など，非常に低速（数 bps）な通信

がこれまでにも使用されていた．しかしながら，浅海域において

期待される IoTアプリケーションが求める通信速度は 100 kbps

から 10 Mbpsであり（4），電波を利用した海中無線通信には高度
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化が求められていた．近年，海中における電波伝搬特性の測定

結果が多く報告されており（5）～（7），電波を用いた新たな海中無

線通信技術の確立に向けた機運が熟しつつある．しかしながら，

海中での試験実施は耐水・耐圧への対策が必要なため，陸上に

おける試験と比較して困難であることもあり，無線通信に関す

る実験結果は多くは発表されてない．本稿では，著者らがこれ

までに行った海中における電波を使った無線通信実験について，

その概要を紹介する．

2. 海水中における電波の伝わり方

2. 1 基本的なお話

電波にとって，海水は損失媒質であることから，その伝搬特

性は空気中とは大きく異なる．海水中における電波の伝搬特性

は，電波を平面波とみなせる場合，周波数 f に対する損失定数

α及び位相定数 β によって表現できる（8）．

α = 2πf

√
μεrε0

2

√√√√√
1 +

(
σ

2πfεrε0

)2

− 1 [Np/m] (1)

β = 2πf

√
μεrε0

2

√√√√√
1 +

(
σ

2πfεrε0

)2

+ 1 [rad/m] (2)

ここで，σ, εr そして μは，それぞれ導電率，比誘電率，透磁率

を表している．また，ε0 は真空中の誘電率を示している．透磁

率 μ は，海水は非磁性体であることから，真空の透磁率 μ0 に

等しい．海中における波長 λg は 2π/β によって与えられる．ま
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図 1 海中チャネルサウンダ（UCS）の構成

た，海水中における減衰量は 8.686 ·α dB/mで示される．導電

率 σ と比誘電率 εr を典型的な値である 5.0 S/m と 80 として

与えると（9），例えば周波数 f = 10 MHzとしたとき，海中波長

λg は 0.45 mとなり，空気中における波長である 30 mに対し

て波長が短縮されることが分かる．また，減衰定数 αから求め

られる減衰量は 121.4 dB/mとなり，気中と比較して，非常に

大きな減衰となることが分かる．よって，送信電力として数W

から数十Wを想定した場合には，電波を利用した海中無線通信

は近距離通信に限定されることになる．

2. 2 測定系の構築

海中における電波伝搬特性の測定系として，海中チャネルサウ

ンダ（Underwater Channel Sounder: UCS）を開発した（11）．

UCS の構成と外観を図 1 と図 2 にそれぞれ示す．この UCS

は，一つの送信アンテナ (TX)と三つの受信アンテナ (RX)をも

つ．送信アンテナは，一次元ステージ上に設置しており，ステー

ジによって位置を変えて測定が行える．これによって，仮想的

なmulti-input/multi-output (MIMO)測定を可能としている．

また，三つの受信アンテナは 600 mm間隔で台座上に固定して

いる．送信・受信アンテナとも，固定設置することで，潮流に

よる揺動が生じないようにしている．UCSは Li-Poバッテリー

を電源として，具備する全ての装置（LED照明，ネットワーク

カメラ，CTD (Conductivity, Temperature, and Depth)セン

サ，傾斜計，1 次元ステージ，ベクトルネットワークアナライ

ザ（Vector Network Analyzer: VNA），電力増幅器（Power

Amplifier: PA）など）を動作させる．UCSに搭載した装置を

表 1に示す．UCSは光ファイバを介して洋上からの遠隔操作及

び洋上への測定データの転送を可能としている．全ての装置は

耐水・耐圧容器に入れており，各アンテナと各容器間は耐水性及

び耐圧性を備えた同軸ケーブルによって接続する．これらの容器

及びアンテナは FRP (Fiber-reinforced Plastic)製のポールで

組み上げたフレームに固定し，フレーム全体をクレーンによって

海中へ吊下できるようにした．使用する PAの利得 GPA は 45

dBであり，これによって送信アンテナ端での電力 PTX を最大

30 W (45 dBm)まで増幅することができる．使用する VNAの

図 2 海中チャネルサウンダ（UCS）の外観

表 1 海中チャネルサウンダ（UCS）での使用機器一覧

装置 製品

ネットワークカメラ (CAM) Panasonic BB-ST165A

電力増幅器 (PA) Minicircuit LZY-22+

ベクトルネットワークアナライザ (VNA) Keysight technologies N9913A

CTD センサ Valeport miniCTD

傾斜計 Honeywell HMR3500

RF スイッチ (SW) Teledine CCR-38S

10 MHz における受信感度 SVNA は約 −85 dBm であり，S21

測定時のダイナミックレンジ D = PTX − SVNA = 130 dB と

なる．アンテナ利得を −12.5 dBiとすると，許容される損失量

La は La = D + 2 · GANT = 105 dB となる．これによって，

10 MHz 帯においては約 1 m の送受信間距離までの測定を海水

中で行うことが可能になる．一次元ステージ上に設置した送信ア

ンテナの移動範囲が 1.2 mであることから，この測定系によって

ダイナミックレンジ全体にわたる測定を行うことが可能になる．

2. 3 測 定 結 果

測定は実験試験局を開局して行った．測定場所は駿河湾であ

り，深度は約 30 mとした．測定時の写真を図 3 に示す．測定周

波数を 10 MHzとしたときの測定結果を図 4 に示す．この図に

は，測定したパスゲイン及び位相回転量を示すとともに，CTD

センサによって計測した導電率 σ = 4.7 S/mから計算した減衰

定数 α及び位相定数 β に基づく特性を示している．ここで示す

ように，測定結果と各伝搬定数から求めた特性の傾きはよく一
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致することが分かる．これは，送信アンテナ及び受信アンテナを

固定して設置していることから揺動による影響が少なく，また海

中波長 (0.45 m)に対して送受間距離を十分に取って測定を行っ

たことから，平面波を仮定した値と一致したものと考えられる．

また，パスゲインの測定結果からは，送信電力を 30 dBm，受信

感度を −100 dBmとすると，許容される伝搬損失は 130 dBと

なることから，期待される通信距離は 1 m 程度になることがわ

かる．

次に，測定周波数を 1 MHz としたときの結果を図 5 に示す．

測定場所は静岡県沼津市の内浦湾であり，深度は約 10 mの海域

とした．測定では，送受信間距離を 10 MHz における測定より

図 3 海中チャネルサウンダ（UCS）による海中電波伝

搬特性の測定

図 4 海水中における電波伝搬特性 パスゲイン及び

位相，周波数は 10MHz．

図 5 海水中における電波伝搬特性 受信信号強度，

周波数は 1MHz．

も長く取るために，送信側と受信側の装置を別体として用意し

た．図には受信信号強度の測定結果とともに，測定した導電率

σ = 4.9 S/mに対する減衰定数 αから求めた受信信号強度の傾

きを示す．1 MHz においても，10 MHz と同様に測定結果と減

衰定数から求めた傾きはよく一致することが分かる．無線通信

における受信感度を −100 dBmとすると，期待される通信距離

は約 3.5 m となり，10 MHz と比較して使用する周波数を低く

することで通信距離は長くできることが分かる．

3. 通信の高速化に向けて

海中における電波を利用した無線通信に対する技術的な要求

の一つが通信速度の高速化である．ここでは，高速通信を実現

する手法として，海中における MIMO 通信の導入について評

価を行った結果を紹介する（12），（13）．

3. 1 システムモデル

海中 MIMO 通信におけるシステムモデルを図 6 に示す．こ

こでは，送信・受信側ともに M 本のアンテナをもつ構成を考

える．送信側では，i 番めのアンテナから送信する情報ビット

bi ∈ {bi,0, . . . , bi,log2 MQAM−1}をMQAM 値 QAMのシンボ

ル xi に写像する．M 本の送信アンテナから送信される信号は

x = [x1, . . . , xi, . . . , xM ]T で表される．通信路行列Hの各要素

は，hi,j = 10(2·Gant−8.686·α·li,j)/20 · exp(−jβ · li,j)として，

ここで Gant は海中におけるアンテナ利得，li,j は i番めの送信

アンテナと j番めの受信アンテナ間の行路長を表す．図 7 に海水

の導電率 σに対する信号対雑音電力比（Signal-to-Noise Ratio:

SNR）Γ を示す．ここで，アンテナ利得 Gant = −16 dBi，送

信電力 PTX = +34 dBm としている．浅海域における海水の

導電率 σ は，おおむね 3 S/m から 6 S/m までの範囲となる

ことが示されている（10）．図に示すように，Γ は導電率 σ の影

響を大きく受けることが分かる．受信側においては，M 本の

アンテナによる受信信号を y = H · x + n で与える．ここで，

y = [y1, . . . , yj , . . . , yM ]T として，nは AWGNとする．受信

側では，zero-forcing (ZF)による干渉除去を適用する．すなわ

ち，x̂ = w ·yとして，ZFウェイトwをwT = (HHH)−1HH

によって与える．干渉除去後の信号 x̂から，送信された情報ビッ

ト bi に対する判定値 b̂i を最小 2乗距離に基づき求める．

3. 2 通信路容量

海中MIMO通信における通信性能を評価するため，システム

図 6 海中 MIMO 通信のシステムモデル
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図 7 海水の導電率 σ に対する SNR Γの計算例 f = 10 MHz,

Gant = −16dBi, PTX = +34 dBm．

モデルに基づく通信路容量を求める．ZFを用いた際のMIMO

通信路容量は次式で与えられる（14）．

CZF =

M∑
m=1

log2(1 + λm · Γm

wHwM
) (3)

ここで，λm と Γm は m 番めの固有値と SNR を表しており，

これらは通信路行列Hから求める．通信路行列Hの各要素 hi,j

は，前述のとおり，海水の導電率 σ と比誘電率 εr から計算した

伝搬定数と，行路長 li,j 及びアンテナ利得 Gant によって与え

られる．ZFを用いた海中MIMO通信に対する比較として，干

渉除去を行わない並列伝送時の通信路容量は次式で与えられる．

Cparallel =

M∑
m=1

log2(1 +
γm

M
) (4)

ここで，γm は m番めの受信アンテナにおける信号対干渉雑音

電力比 (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio: SINR)を表

している．

図 8 には，アンテナ間隔 D に対する通信路容量 CZF 及び

Cpara を示す．アンテナ間隔は送信側と受信側はともに同一と

仮定している．周波数 f としては，1 MHzと 10 MHzに対して

求めた．送信電力は +34 dBm，雑音指数 (Noise figure: NF)

は 6 dB，アンテナ利得Gant は−16 dBiとしている．また，海

水の電気定数は，導電率 σ と比誘電率 εr は，典型的な値（9）と

してそれぞれ 5 S/m と 80 とした．SISO 通信時の通信路容量

についても参考までに示している．なお，SISO通信とMIMO

通信では，送信電力の総和は同一とした．図に示すように，ZF

による干渉除去を行うことで，異なる送信アンテナから送信さ

れた信号間の干渉による通信路容量の劣化を低減できることが

分かる．また，アンテナ間隔 D を海水波長 λg の半波長以上と

することで，CZF は上界値とほぼ一致することが分かる．ここ

で，通信路容量の上界値は，

Cupperbound = M log2(1 + λ̄
γ0

M
) (5)

で与えられる．ここで，λ̄ は固有値の平均値を表す．以上の結

果より，アンテナ間隔 D を海中波長 λg の半波長以上に設定す

ることで，海中 MIMO 通信 (M = 2) によって 10 bps/Hz 以

上の通信路容量が期待できることが分かる．チャネル帯域幅と

図 8 アンテナ間隔 D に対する海中 MIMO 通信にお

ける通信路容量 σ = 5, εr = 80, M = 2．

して周波数に対して 10%の比帯域幅が得られるものと仮定する

と，1 MHz帯及び 10 MHz帯において，それぞれ 1 Mbps及び

10 Mbps の通信速度が期待できることになる．従来，電波を利

用した海中無線通信では kbpsオーダの通信速度が一般的であっ

たことから，海中MIMO通信の導入によって，高速な無線通信

の実現が期待できることが分かる．

3. 3 浅海域における試験

通信路容量による評価結果に基づき，1 MHz帯と 10 MHz帯

の双方について，浅海域における海中 MIMO 通信試験を行っ

た．試験は実験試験局を開局して実施した．通信試験系の構成

を図 9 に示す．UCS で使用した機材を流用して構築し，系の

構成によって電気的な結合が生じないよう，送信側と受信側と

は別体として用意した．送信側及び受信側はそれぞれ光ファイ

バを介して，陸上における系の制御及び測定データの解析を行

えるようにした．送信側は，信号発生器 (SG, Ettus Research

USRP N210)，電力増幅器 (PA, Minicircuit LZY-22+)，そし

て 2本の送信アンテナから構成される．一方，受信側は，2本の

受信アンテナのほか，低雑音増幅器 (LNA, R&K LA111-0S)，

SPDTスイッチ (SW, Minicircuit RS-1SP4T-A18)，IQアナ
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図 9 海中 MIMO 通信試験系の構成 上：ブロック

図，下：外観．

表 2 海中 MIMO 通信実験時の諸元

パラメータ 数値

周波数 f 1 MHz または 10 MHz

チャネル帯域幅 B 83.3 kHz または 833 kHz

アンテナ本数 M 2

変調方式 シングルキャリヤ QAM

変調多値数 MQAM 64

送信アンテナ端における送信電力 +34 dBm

ライザ (IQA, Keysight Filedfox RF analyzer N9913A) から

構成される．UCS と同様，各装置は耐水・耐圧容器に入れて，

FRP製のポールで組み上げたフレームに固定し，クレーンで海

中へ吊下して試験を実施した．試験では，海水の電気的特性の

時間変化（おもに導電率の変化によるもの）は非常に緩やかで

あることから，受信側では SPDT スイッチによって IQA に接

続する受信アンテナを切り替えて，各受信アンテナにおける IQ

信号波形を取得する．取得した IQ信号波形は光ファイバ経由で

陸上へと送り，MATLAB上でフレーム同期，通信路推定，ZF

処理を行って，ビット誤り率などの通信性能を評価した．試験

における諸元を表 2に示す．

実験で使用したアンテナの外観を図 10 に示す．ハーフシー

ス付き微小ダイポールアンテナ（15）を使用した．チャネル帯域幅

（S11 <= −6 dB）としては比帯域幅として 10%以上を得ること

ができる．アンテナの構造は，1 MHzと 10 MHzは同一として，

整合回路の素子値を変えることで，各周波数帯に対応するよう

に共振周波数を調整した．シース長は 395 mm，エレメント長

は 810 mmとして，シース内は純水で満たした．試験時の無線

フレーム構成を図 11 に示す．ショートヘッダ (Short Header:

SHR)は 64チップの Gold系列から構成されてフレーム同期と

通信路行列Hの推定に用いる．SHRとペイロード間には 16シ

ンボル分のガード区間 (Guard Time: GT)を設けており，解析

図 10 実験で使用したアンテナの外観

図 11 海中 MIMO 通信試験用無線フレーム構成

M = 2．

図 12 海中 MIMO 通信試験の様子 海水導電率

σ = 4.9 S/m，深度は約 10 m．

を目的とした SNR の測定を行うためのものである．試験では，

周波数帯にかかわらず共通の無線フレーム構成とした．アンテ

ナ間隔 D は，10 MHz帯では 0.66 m（1.4λg），1 MHz帯では

0.75 m（0.51λg）及び 0.55 m（0.34λg）とした．

図 12 に試験時の写真を示す．試験は内浦湾で実施し，CTD

センサで測定した海水の導電率 σ は 4.9 S/m であった．まず，

10 MHz帯のMIMO通信試験について述べる．送受信間距離 d

は 0.50 mとした．受信信号波形及び 64QAMの信号点を図 13

に示す．図 13 (a)に示すように，通信路行列の要素のうち，対

向する送受アンテナ間の要素 h1,1 及び h2,2 の振幅は，交差す

る送受アンテナ間の要素 h1,2 及び h2,1 よりも大きくなること

が分かる．これは海水中における電波の減衰量が大きいことに

よるものである．図 13 (b) には受信した 64QAM 信号につい

て，ZFによる干渉除去後の信号点を示している．クリアな信号

点が得られており，誤り訂正符号を用いることなく，エラーフ

リーで通信が行えることが分かった．このときの通信速度（ペ

イロード区間）は 10 Mbpsとなり，海中における 2× 2 MIMO

通信によって，高速な無線通信を実現できることが分かった．

10 MHz帯における海中MIMO通信試験のサマリを表 3に示

す．この表には，パラメータ値として，固有値 λm，SNRΓm，

及び通信路容量 CZF について，通信路行列の測定値 Ĥ から求

めた値と，測定時の海水の導電率 σ から計算した値とを比較し

ている．表に示すとおり，測定結果と計算結果はおおむね一致
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図 13 10MHz 帯における海中 MIMO 通信試験での

測定結果

表 3 10 MHz 帯における海中 MIMO 通信試験のサマ

リ M = 2, d = 0.50 m, D = 0.66 m．

パラメータ 測定結果 計算結果

λ1 1.74 1.07

λ2 0.93 0.87

Γ1 27.2 dB 27.8 dB

Γ2 23.4 dB 27.8 dB

CZF (式 (3) より計算) 16.5 bps/Hz 16.7 bps/Hz

していることが分かる．SNR測定値に対する 64QAMの BER

は，理論値では 10−8 オーダとなることから，試験においても

エラーフリーとなったと考えられる．また，測定した通信路行

列 Ĥに基づく通信路容量 CZF は 16.5 bps/Hzであり，今回の

試験で設定した諸元に従えば通信速度としては 13.7 Mbpsに相

当する．このことから，ペイロード区間においては 10 Mbpsの

通信速度を達成できたものと考えられる．SNRに関しては，測

定値と計算値との間で差が生じているが，これはアンテナ利得

の差によるものと考えられる．試験を通じて，測定値と計算値

との整合性を確認できたことから，海中 MIMO 通信の設計手

法としてこの評価方法が今後活用できるものと考えている．

次に，1 MHz 帯における海中 MIMO 通信試験の結果につい

て述べる．送受信間距離 d を 0.5 m から 2.0 m まで，0.5 m 間

隔で変えて試験を行った．試験結果として，64QAM受信信号の

信号点を図 14 に，測定した通信路行列 Ĥに対する固有値 λm

及び通信路容量 CZF，そして BERの測定結果を図 15 に示す．

64QAMの受信信号点の図から分かるように，ZFによる干渉除

去を行うことで，送受信間距離 d = 0.5 mではエラ―フリーで，

d = 1.0 mにおいてもほぼエラーフリーで，通信が行えることが

図 14 1 MHz 帯における海中 MIMO 無線通信時の信

号点 D = 0.51λg，青：受信，赤：送信．

図 15 1MHz 帯における海中 MIMO 無線通信の結果

分かった．図 15 (a)に示すように，海中においても 2×2MIMO

通信による多重化が行えており，通信路容量を増加が図られて

いることが分かる．表 2 に示した諸元に基づくと，通信路容量
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として 12 bps/Hzが得られれば，通信速度としては 1 Mbpsに

相当することから，d = 1 m においてペイロード区間における

1 Mbpsの無線通信がエラーフリーで達成できたものと考えられ

る．なお，d = 1.5 mにおける BERは 3%以下であり，誤り訂

正符号の適用によってエラーフリーを達成することは可能と考

えられる．図 15 (b)に示したMIMO通信と並列伝送との比較

から，受信側における ZFによる干渉除去の有効性が分かる．

4. 通信距離の延伸に向けて

海中における電波を利用した無線通信に対するもう一つの要

求が通信距離の延伸である．海水における減衰が大きいことか

ら，海面から気中を経由した後で再び海中へと入る伝搬路につ

いて，先行研究において示されている（16）．先行研究においては，

400 Hzまでの周波数帯に対して解析な評価を行っている．ここ

では，海中 IoTにおけるユースケースに基づき，より高い周波

数帯を対象として，海水よりも減衰が少ない海底下を伝搬路と

して活用することについて，試験による評価を行ったのでこれ

を紹介する（17）．

4. 1 試 験 方 法

図 16 に測定系の外観を示す．系を構成する装置などは，ア

ンテナを含めて海中 MIMO 通信試験における系と同一である．

海底下 (Csb)と海水中 (Csw)との電波伝搬特性の比較を行うた

め，アンテナを海底に接するように設置したものと，海底面か

ら 1.55 mほど高い位置に設置したもの，二つを用意する．測定

において使用する周波数は 1 MHzとして，連続波によって測定

を行った．1 MHz に対する海中における波長 λg は，導電率 σ

と比誘電率 εr がそれぞれ 5.0 S/mと 80のとき，1.41 mであ

る．送信アンテナ端における送信電力は 44 dBm とした．受信

側では，受信信号強度を耐水・耐圧容器内に設置したスペクト

ラムアナライザによって測定する．測定においては，ゼロスパ

ンモードを使用し，分解能帯域幅は 30 Hzとした．この測定系

におけるノイズフロアは −117 dBmである．

測定は内浦湾で実施し，測定時の海水の導電率は 4.95 S/mで

あった．測定中の写真を図 17 に示す．送信側と受信側は電気的

に分離されており，MIMO通信実験時と同様，陸上から光ファ

イバ経由で制御を行った．送信側を海底に固定設置し，受信側

の設置位置をクレーンによって変えることで，送受信間距離 d

を 0.5 m間隔で 1.5 mから 6.0 mまでの範囲で測定を実施した．

4. 2 試 験 結 果

測定結果を図 18 に示す．受信信号強度の測定は，アンテナ

利得による差をキャンセルするため，海底下 (Csb) と海水中

(Csw)の測定用アンテナを入れ替えて，複数回の測定を行った．

図には測定した受信信号強度を示しており，比較のため，測定し

た導電率に基づく減衰定数 αから求めた信号強度変化を示して

いる．結果より，海水中 (Csw)の測定結果については，減衰の

図 16 海底下電波伝搬特性測定系の外観

図 17 海底下電波伝搬特性の測定

図 18 海底下と海水中との受信信号強度の測定結果の

比較

傾きは −41.3 dB/m であって αから求めた傾き −38.4 dB/m

とほぼ一致しており，送受信間距離 d = 4.0 m でノイズフロ

ア以下になることが分かる．一方，海底下 (Csb) を伝搬路とす

る場合，減衰の傾きは海水中と比較して大きく異なり，送受信

間距離 d = 6.0 m においてノイズフロア以下になることが分

かった．特に dが 3.5 mから 4.5 mの範囲では，減衰の傾きは

−13.2 dB/m となり，減衰が低くなることが分かった．これら

の測定結果から，海底下を電波伝搬路として活用することで，通

信距離を延伸できる可能性があることが分かった．ただし，特

定の場所における測定結果のみであり，今後，測定データの蓄

積と測定結果に対する詳細な解析を進めていく．

5. ま と め

海中における電波を利用した無線通信について，実験による
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結果を紹介した．海中における電波利用に関しては，国際的に

みても研究者が少なく，本稿で示した内容からも分かるように，

研究の余地がまだまだ多くある．本稿をきっかけにして，海中

における電波利用について興味をもって頂ける方がいれば幸い

である．
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ESSニュース
2021年 電子情報通信学会 NOLTAソサイエティ大会 開催報告

2021年 電子情報通信学会 NOLTAソサイエティ大会実行委員 松浦隆文
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1．開催概要

NOLTA ソサイエティ（以下，NLS）が主催する「2021年 電子情報通信学会 NOLTA ソサイエティ大会（以下，NLS大
会）」が6月 12日（土）にオンラインで開催されました．昨年（2020年）度は新型コロナウイルスの国内蔓延状況を鑑み中
止となったため，1年ぶりの開催となりました．当初の計画では東京都市大学にて対面形式で開催する予定でしたが，感染拡大
防止の観点から，2021年 4月15日に開催形態のオンラインへの変更を決定し6月に開催する運びとなりました．

日時：2021年 6月12日（土）
場所：Web会議システムZoomによるオンライン開催
主催：電子情報通信学会NOLTAソサイエティ
大会組織：

実行委員長 神野 健哉（東京都市大学）
会計 中野 秀洋（東京都市大学）
実行委員 松浦 隆文（日本工業大学），佐々木 智志（湘南工科大学）

山仲 芳和（宇都宮大学），美井野 優（東京工科大学）

2．開催状況

2021年NLS大会の参加者数は全111名（招待：7名，一般：34名，学生：70名）でした．今大会は初めてのオンライ
ン開催ということで遠方からも多くの発表を頂き，また，学生による聴講参加費を無料にしたことで，これまでのNLS大会よ
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りも多くの方にご参加頂きました．
本大会のプログラムを表1に示します．はじめに，大会実行委員長の神野健哉先生（東京都市大学）から開会のご挨拶があり

ました．続いて，2021年度NLS会長の斎藤利通先生（法政大学）からNLSの現状も交えたご挨拶を頂きました．更に，「ヒ
ステリシスニューラルネットと PSO，そして機械学習」という題目で神野健哉先生（東京都市大学）にフェロー記念講演を
行って頂きました．その後，一般講演（午前の部）を行い，午前の部を終えました．これまでのNLS 大会では，ポスター形式
による発表を行っていましたが，Web 会議システムを用いたオンライン開催ということで，今大会では初めてオーラル発表形
式にて研究発表が行われました．
午後は一般講演（午後の部）から始まり，NOLTAソサイエティの研究会である非線形問題研究会（以下，NLP）及び複雑コ

ミュニケーションサイエンス研究会（以下，CCS）の奨励賞受賞者講演が行われました．その後，NLS が発行している国際学
術論文誌「NOLTA，IEICE」の Best Paper Award 記念講演（表 2参照）が執り行われ，休憩を挟んで，「NOLTA，IEICE」
の現状について2021年度NOLTA誌編集幹事の安達雅春先生（東京電機大学）にご報告頂きました．次に，NLSが主催する
国際会議である「NOLTA2020」の開催報告，「NOLTA2022」の現状について，それぞれのGeneral Chair である岡本英二
先生（名古屋工業大学）と堀尾喜彦先生（東北大学）にご報告頂きました．続いて，NLP と CCS の年次報告と奨励賞表彰式
（表3，4参照）が行われました．最後に，NLS大会奨励賞（表5参照）の授与式が執り行われ，大会実行委員長による閉会の
言葉をもって，本大会は無事終了しました．

3．研究専門委員会奨励賞表彰式及び奨励賞受賞者講演

NLPでは 2013年度から，CCSでは 2015年度から，それぞれの研究会において発表された口頭発表論文の中から優秀な
発表に対して奨励賞を授与しており，令和2年度奨励賞の表彰式が本大会にて執り行われました．NLPの奨励賞（令和2年度
非線形問題研究会発表奨励賞）受賞者を表3に，CCSの奨励賞（令和2年度複雑コミュニケーションサイエンス研究会奨励賞）
を表4にそれぞれ示します．表彰式では，2020 年度 NLP 委員長の夏目季代久先生（九州工業大学），2020 年度 CCS委員
長の塩川茂樹先生（神奈川工科大学）から，各研専の奨励賞受賞者へ賞状が読み上げられました．
本大会では，各奨励賞受賞に受賞対象となった研究を発表して頂く「奨励賞受賞者講演」を行いました．受賞者の中から，大

会中にオンライン発表が可能な方にお願いし，NLP からは 2件，CCS からも 2件の講演を行って頂きました．どの受賞者も
奨励賞の受賞に相応しい発表であり，質疑応答では研究・口頭発表をするときに気をつけていることなどが質問として上がり，
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表 1 大会プログラム

時間 イベント プレゼンター
9：00- 9：05 開会の挨拶 2021年NLS大会実行委員長 神野健哉（東京都市大学）
9：05- 9：10 NOLTAソサイエティ会長挨拶 2021年度NOLTAソサイエティ会長 斎藤利通（法政大学）
9：10- 9：50 電子情報通信学会 フェロー記念講演 神野健哉（東京都市大学）
9：50-11：35 オンラインセッションAM

12：35-14：20 オンラインセッションPM
14：30-15：00 NLP奨励賞受賞者講演
15：00-15：30 CCS奨励賞受賞者講演
15：30-16：10 NOLTA Journal Best Paper Award 記念講演 大内将記（東京工業大学（受賞時の所属））
16：20-16：35 NOLTA Journal の現状について 2021年度NOLTA誌編集幹事 安達雅春（東京電機大学）
16：35-16：50 NOLTA2020について NOLTA2020 General Chair 岡本英二（名古屋工業大学）
16：50-16：55 NOLTA2022について NOLTA2022 General Chair 堀尾喜彦（東北大学）
16：55-17：10 NLP年次報告・NLP奨励賞表彰式 2021年度NLP委員長 高坂拓司（中京大学）

2020年度NLP委員長 夏目季代久（九州工業大学）
17：10-17：25 CCS年次報告・CCS奨励賞表彰式 2021年度CCS委員長 浅井哲也（北海道大学）

2020年度CCS委員長 塩川茂樹（神奈川工科大学）
17：25-17：40 2021年NOLTAソサイエティ大会奨励賞授与式 2021年NLS大会実行委員長 神野健哉（東京都市大学）
17：40 閉会の挨拶・写真撮影

表 2 NOLTA, IEICE Best Paper Award

著者 タイトル
大内将記，中尾裕也（東工大） Modeling cochlear two-tone suppression using a system of nonlinear oscillators with

feed-forward coupling



参加者の皆様にとっても大変満足頂けた講演になりました．

4．NLS大会奨励賞

2021年度NLS大会では，大会中の一般講演において，ソサイエティの発展に貢献しうる講演論文を発表した著者（大会開
催年の4月 1日時点で満35歳以下の者）に対し，大会奨励賞を贈呈しています．本大会では2名が受賞者として選ばれまし
た（表 5参照）．奨励賞表彰授与式は大会の最後に執り行われ，大会実行委員長より，賞状が読み上げられ，後日，賞状を発送
しました．受賞した2名の皆様，おめでとうございました．

5．おわりに

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，形態をオンラインに変更して開催した本大会は，これまでの大会よりも多くの
方にご参加頂き，盛況のうちに無事終えることができました．本大会で御講演された皆様，聴講参加された皆様に深く感謝申し
上げます．2022年のNLS大会は大阪大学での開催を計画しています．コロナウイルス感染拡大が収束し現地にて開催できる
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表 3 令和 2年度非線形問題研究会発表奨励賞講演（＊は受賞講演者）

著者 タイトル
西出悠人・土居伸二（京大） 内在的機構と膵 β 細胞によるパラクリン作用による膵 α 細胞の電気活動の調節
片山慎治＊・引原隆士（京大） カスケード接続された電力パケットルータの出力電圧に関する数値的一検討
澤田豊宏＊・新井博文・前田龍生・夏目季代久（九工大） 高周波数振動から比較したラット海馬スライスてんかん様発火パターン変化

表 4 令和 2年度非線形問題研究会発表奨励賞講演（＊は受賞講演者）

著者 タイトル
下村光彦＊（東大）・竹内俊剛（東京理科大）・ニコラ
ショヴェ（東大）・長谷川幹雄（東京理科大）・成瀬誠
（東大）

レーザカオス時系列と信頼度に基づく無線チャンネル順位認識の実証実験

五十嵐健人＊・浅井哲也・赤井 恵（北大） リザーバ機能発現を目指した大規模非線形ネットワークシミュレーターの構築

表 5 NOLTA ソサイエティ大会奨励賞受賞者

受賞者 タイトル
吉田広世（北海道大学） 時分割入出力が可能なリング型リザーバの FPGAアーキテクチャの構築とその評価
伊藤佳卓（北科大） 分岐図推定による植生バイオマスモデルの臨界点予測

2021 年度 NOLTA ソサイエティ大会奨励賞受賞の吉田さん（北
海道大学）と 2021 年度 NLS 大会実行委員長 神野先生（東京都
市大学）

2021 年度 NOLTA ソサイエティ大会奨励賞受賞の伊藤先生（北
海道科学大学）と 2021 年度 NLS 大会実行委員長 神野先生（東
京都市大学）



ことを願っております．ぜひ次回の大会にご参加下さいますよう，よろしくお願い申し上げます．

松浦隆文（正員）
2004埼玉大・工・情報システム卒．2007同大

学院修士課程了．2010 同大学院博士課程了．博士
（工学）．同年，東京理科大・工・第一部経営・助教，
2014 日本工大・工・情報・助教，2018 日本工
大・先進工・情報メディア・助教，2019 日本工
大・先進工・情報メディア・准教授，現在に至る．
数理最適化，アルゴリズム，ソフトコンピューティ
ングを利用した応用研究などに従事．平成 17 本会
学術奨励賞受賞．
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研究会に行こう！
「研究会に行こう！」では基礎・境界ソサイエティの研究会などの様子を御紹介しています．

情報交換や懇親，新たな研究との出会いの場としてはいかがですか？

■応用音響研究会（EA）
応用音響研究会（EA）では，音の収録，音の信号処理，音の再生に関する研究（電気音響）を中心として，その関連分野を幅

広く包含した研究を対象として活動しています．具体的には，マイクロホンやスピーカ，AD変換器などの入出力デバイス，音源
の位置推定，複数音源の分離，雑音や残響の低減，符号化などの信号処理，アクティブノイズ制御（ANC）や波面合成などによ
る音場の制御などに関するトピックが主となっています．EA研究会は年6～7回，全国各地の大学や研究機関でこれまで開催し
ておりましたが，2020年度は新型コロナウイルスの影響により，6回（7月，8月，10月，11月，12月，3月）の開催の
全てがオンライン開催となりました．しかしながら，オンラインの開催にもかかわらず 102 件の発表があり，参加者数も約
600名と大変盛況な研究会を開催することができました．また，2日間の日程での開催も3回に上ります．更に，EA研究会で
は，信号処理，超音波，音声，聴覚，音楽音響といった様々な研究会との共催や併催も活発に行っています．参加者は，若い学生
から世界的に著名な先生まで様々ですが，近年では学生を含めて若手研究者の活躍が顕著となっています．そのため，和やかな雰
囲気の中で活発な議論が行われています．これまでの現地開催では研究発表に加えて，デモや見学会，懇親会などが行われてきま
したが，オンライン開催ではそれらが実施できないのが残念なところです．2021年度は5回の開催を予定しており，これまで
のところ6月と8月の2回についてはオンラインでの開催となりました．今後は新型コロナウイルスの状況を見ながら現地での
開催若しくはハイブリッドでの開催を検討していきたいと考えております．今後の開催予定としては，11月に北陸，12月に九
州での現地開催に向けて検討を始めております．また，例年 3月は信号処理研究会，音声研究会の合同研究会で離島で開催して
きておりましたので，ぜひ今年度は離島での開催を実現したいと思います．ぜひ，研究の発表及び聴講にご参加頂くとともに，現
地開催が実現できた場合はデモや懇親会を目的に参加頂ければと思います．下記のホームページに研究会に関する最新の情報を掲
載しております．

https://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=EA&lang=l
http://asj-eacom.acoustics.jp/

梶川嘉延（正員：シニア会員）
1991 関西大・工・電子卒．1993 同大学院博

士課程前期課程了．同年富士通(株)入社．1994関
西大学助手を経て，2007より同大教授，現在に至
る．主に，アクティブノイズコントロールなど音響
信号処理技術の研究に従事．博士（工学）．本会基
礎・境界ソサイエティ副会長（2016～2017），
本会英文論文誌 A 編集委員長（2019～2021），

APSIPA Vice President（2018～2021）などを歴任．本会論文賞
（2019），日本音響学会佐藤論文賞（2012），APSIPA Sadaoki Furui
Prize Paper Award（2017）各受賞．著書『新版アクティブノイズコ
ントール』（コロナ社，2017）など．

■安全・安心な生活と ICT研究会（ICTSSL）
1971 年に発行され，当時のベストセラーとなった「日本人とユダヤ人」の中で，著者のイザヤ・ベンダサン（山本七平）は

ユダヤ人の言葉として「日本人は，安全と水は無料で手に入ると思いこんでいる」と書きました．それから半世紀が経過しました
が，その間に数多くの大規模な自然災害並びに人為災害を経験し，更には2019年に発生し現在においていまだ収束をみていな
い新型コロナウイルス感染爆発の波の中にいる我々は，安全は決して無料では手に入らないことを改めて認識せざるを得ない状況
にあります．
このような中で，安全・安心な生活と ICT 研究会（ICTSSL）は，文字どおり ICT を用いて人々の安全を確保し，これによる

安心な生活の実現に貢献することを目的とし，本学会の多くの会員が該当するであろう ICT 研究者のみならず，社会科学分野の
研究者，安全管理を行う現場の技術者や管理担当者などの参加により，学際的な研究開発を促進するべく活動を続けています．
2016年度に第1種研究会となった本研究会の概要，特色及びこれまでの活動内容は本誌の「研究会へ行こう！」バックナン

バー（第10巻第 3号，第11巻～第14巻第 2号）に書かれておりますので，興味をおもちになった方はそちらもご覧頂きた
いと思います．
2021年度は例年同様5月，7月，10月，1月に研究会を開催します．既に終了した5月研究会（オンライン）では，招待
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講演として，2011年の東日本大震災から10年を経過し，未曾有の震災を後世に伝えるために必要な震災アーカイブの変遷や
現況，培われてきた知見や課題に関する貴重な発表がありました．今後の研究会においても様々な企画を検討中です．引き続きし
ばらくはオンラインでの開催が想定され，開催場所への物理的な移動が不要というメリットはあるものの，音声及び限られた映像
以外の情報を用いたコミュニケーションが難しい状況にあります．懇親会も開催できないため，リラックスした雰囲気での情報交
換や議論ができないことは非常に残念ですが，ワクチン接種が進み，この原稿が本誌に掲載される頃には感染防止に配慮した上で
対面での研究会が再開されることを待ち望んでおります．再開の際には懇親会で各地の名産物を囲んで歓談し，人の輪を広げま
しょう．それまでしばらくの間はオンラインでの研究会に工夫を重ねていければと考えています．本研究会への皆様の積極的な参
加をお待ちしております．

行田弘一（正員）
1992上智大学大学院理工学研究科博士後期課程

了．郵政省通信総合研究所（現・国立研究開発法人
情報通信研究機構），ATR 環境適応通信研究所など
を経て，現在，芝浦工業大学工学部情報通信工学科
教授．無線アドホックネットワーク構成技術をベー
スに，災害時等非常時における通信手段確保及び情
報収集/配信に関する研究に従事．2021 安全・安

心な生活と ICT研究専門委員会委員長．博士（工学）．IEEE会員．

■超音波研究会（US）
超音波研究会は70年以上の歴史を有しており，現在，電子情報通信学会と日本音響学会の研究専門委員会となっております．

超音波研究会は，母体の学会に加えて，日本超音波医学会，応用物理学会，日本機械学会など幅広く，多くの学会に関わっており
ます．研究会では超音波研究分野における材料物性から，計測・通信・動力などの応用に関連する全ての課題を取り扱い，研究者
や技術者における相互間の情報交換，学術交流を促進し，超音波技術の発展に貢献します．電子情報通信学会の基礎・境界ソサイ
エティで応用音響研究会とサブソサイエティを構成しているように，超音波の分野は境界領域性が強いために，ほかの学会や研究
会と様々なレベルでの共催が企画されています．
2021年度も9回の開催を予定しており，日本超音波医学会，日本音響学会アコースティックイメージング研究会，海洋音響

学会，日本レオロジー学会，レーザー学会，日本非破壊検査協会などと共催しております．また，IEEE UFFC Society Japan
Chapter は全ての回で共催となっております．本年度もコロナウイルスの感染防止により，今のところオンラインで開催してお

~りますが，幅広い分野から申込み，発表があります．詳しくは，研究会のHP（https://www.ieice.org/~us/）をご覧下さい．
本研究会の発表から更に発展させ，超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム（USE），IEEE International
Symposium on Ultrasonic（IUS）など超音波関連の大規模なシンポジウム，国際会議で発表が行われています．是非，様々な
分野の方に超音波研究会にご参加頂きたいと思っております．研究会では，若手研究者の育成も重要な使命としており，優秀な学
生発表に対して「学生研究奨励賞」の授与があり，学生の方の発表も歓迎しております．大学，研究機関，企業など幅広い分野か
らのご発表，ご参加をお待ち申し上げます．

小池義和（正員）
1991東京工業大学総合理工学研究科修了．博士

（工学）．芝浦工業大学工学部電子工学科教授．東京
工業大学助手，芝浦工業大学工学部二部，工学部を
経て現職．FOPHによる音圧計測，ガラス球を用い
た観測機に関わる研究などに従事．電子情報通信学
会，日本音響学会，応用物理学会，測位航法学会な
どの会員．

■VLSI 設計技術研究会（VLD）
VLSI 設計技術研究会（VLD）では，LSI 設計のための方法論として，システムレベル設計からアナログ回路合成，レイアウト

設計に至る各種設計自動化手法及びEDA（Electronic Design Automation）ツールを支えるアルゴリズムまで広範囲にわたる
テーマを対象に議論しております．大規模化・複雑化や性能・消費電力・信頼性の問題に関連した研究のみならず，ポストムーア
時代における，Artificial Intelligence（AI), Internet of Things（IoT），量子計算機などに関連した設計事例・設計技術・アル
ゴリズムに関連した研究も発表されております．LSI 設計技術に限らず，多くのシステムエンジニアの方に興味をもって頂ける発
表が揃っております．VLSI 設計技術研究会では，単独開催及び他の研究会との共催を含め，年4回の研究会を開催しており，多
数の一般講演と充実した招待講演などで活発な討論や交流が行われております．アジア・南太平洋地域最大の LSI 設計技術関連
国際会議であるアジア南太平洋設計自動化会議（ASP-DAC）の共催や，英文論文誌A小特集“VLSI 設計とCADアルゴリズム
（Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms）”（例年3月号）の企画と編集を行うなど，海外への情報発信と情
報交流を活性化しつつ，活動を進めております．これらに加えて，VLDが所属するサブソサイエティ（システムと信号処理サブ
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ソサイエティ）の活動として，回路とシステムワークショップの開催や，英文論文誌A小特集“回路とシステム（Special Sec-
tion on Circuits and Systems）”（11月号）の企画・編集にも積極的に関わっております．
2021年度のVLSI 設計技術研究会の開催スケジュールは以下のとおりです．

7月（7/5～6） オンライン開催「システムと信号処理および一般」（CAS，MSS，SIP 共催）
12月（12/1～3） オンライン開催「デザインガイア～VLSI 設計の新しい大地～」（DC，ICD，RECONF 共催，

IPSJ-SLDM連催）
1月（日程未定） 慶應義塾大学日吉キャンパス「FPGA 応用および一般」（CPSY，RECONF 共催，IPSJ-SLDM，

IPSJ-ARC連催）
3月（3/7～10を予定） 沖縄県青年会館（予定）「システムオンシリコンを支える設計技術，ハードウェアセキュリティ，一

般」（HWS共催）
小林和淑（正員：シニア会員）
1993 京大工学研究科電子工学専攻修了．博士

（工学）．京大工学研究科情報学研究科助手，助教授，
東大 VDEC 助教授を経て，2009 より京都工繊大
教授．集積回路の信頼性技術の研究に従事．第 65
回 IEICE 論文賞受賞．

■スマートインフォメディアシステム研究会（SIS）
スマートインフォメディアシステム（SIS）研究会は，スマートモバイルシステム，ソフトコンピューティング，知的マルチメ

ディア処理システム，システム実現技術，近距離無線通信応用システムなどの横断的な分野に関して理論から実システムの開発ま
で幅広い分野を対象としています．年間の主な活動は，総合大会，ソサイエティ大会と年4回の研究会を中心に行っています．
研究会では，他学会の関連研究会との連催を企画することで，広い視野・多様な視点からの意見交換も活発に行っています．6

月研究会は 6月 24日にオンラインで開催致しました．6月研究会は，情報処理学会の「オーディオビジュアル複合情報処理研
究会（IPSJ-AVM）」と連催致しました．10月研究会は10月 7，8日にオンラインにて，映像情報メディア学会の「放送技術
研究会（ITE-BCT）」との連催を企画しています．以降の研究会は SIS 研単独開催で 12月は仙台，3月は東京での開催予定と
なっております．
毎回の研究会では，本研究会の特徴の一つである研究専門委員による熱意あふれるチュートリアル講演も展開されています．参

加者からは大変好評を頂いておリます．また若手研究優秀賞を設け，35 歳以下の研究者の研究会での優秀な発表に対し表彰を
行っています．多くの学生さんや若手研究者の方々の発表を期待しています．
SIS 研究専門委員会主催の大きな行事として，国際ワークショップ SISA（International Workshop on Smart Info-media

Systems in Asia）を毎年開催しています．2021 年は 9月 20 日（月)～22 日（水）の期間，オンラインで開催する予定で
す．研究会をはじめ関連行事の詳しくはSIS 研究会のホームページ（http://www.ieice-sis.org/）をご参照ください．
また，本研究専門委員会が目的とする「高度マルチメディアシステム」「柔軟性処理システム（次世代情報処理システム）」につ

いて，現状ではその議論の場が少ないことと，内容的には電子情報通信学会の四つのソサイエティを横断しているので，ソサイエ
ティ横断型で，かつ，他の学会とも緩やかな研究連携を図りながら，新しい情報交換・研究討論の場を提供したいとも考えており
ます．投稿先を迷われるようなことがございましたら，是非ご発表をご検討頂ければと思います．皆様の SIS 研究会の各行事へ
のご参加を心よりお待ちしております．

末竹規哲（正員：シニア会員）
2000九工大大学院博士後期課程了．博士（情報

工学）．現在，山口大大学院創成科学研究科教授．主
に，ディジタル画像の画質改善や色変換に関する研
究に従事．IEEE，OSA 各会員．2020 から本会ス
マートインフォメディアシステム（SIS）研究専門
委員会委員長．

■非線形問題（NLP）
非線形問題（NLP）研究会では，工学，物理学，数学をはじめ，経済学や社会学にいたる幅広い研究分野をカバーしており，

「非線形」を合言葉に多種多様な研究者が集い，理論や実験，応用研究を通じて様々な非線形現象に関する研究成果の発表が行わ
れています．研究成果は実用化直前のものはもちろんのこと，萌芽的なものや未完成な研究速報的なものも歓迎しております．
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NLPは学生や若手研究者が新たなアイディアを発表しやすい雰囲気であるため，学生発表の場としても非常によい研究会である
と感じています．加えて，次世代の非線形分野を担う研究者の育成にも積極的に取り組んでおり，特に優秀な発表に対して送られ
る奨励賞は多くの大学院生や若手が受賞しています．
2021 年度は計 6回の開催を予定しており，既に 6月に 1回オンラインで開催され，活発な議論が行われました．昨年に引

き続き，コロナ禍により以前のように顔を合わせて議論するのが困難な状況ではありますが，ワクチン接種も開始し本年度の後半
には現地開催の希望も見えてきました．これに期待し，NLPでは今後10月はオンライン（CASとの共催，感染拡大にともない
八戸市から変更になりました），11 月には広島市，12 月には大分市，1 月には沖縄県（NC，MBE，MICT と併催），3 月
（MSSと合同開催．開催場所は選定中）にて研究会の開催を計画しております（今後も感染状況によってはオンラインへの変更

~可能性があります）．研究会のスケジュールや詳細につきましては非線形問題研究会ホームページ（https://www.ieice.org/~

nlp/）をご覧ください．まだまだコロナ感染拡大に関しましては予断を許さない状況ではありますが，皆様からの多数のご投稿
並びにご参加を心よりお待ちしております．

加藤秀行（正員）
2007 埼玉大工・情報卒．2011 同大学大学院

博士後期課程了．同年学振 PD研究員．2012 UIB
IFISC 研究員及び埼玉大理工学研究科研究員（兼
務）．2013 お茶大特任リサーチフェロー．2014
東京工科大助教．2017 大分大助教．2018 同大
学講師．数理神経科学及び非線形力学系に関する研
究に従事．

■イメージ・メディア・クオリティ研究専門委員会（IMQ）
COVID-19感染拡大の影響が世界的に長期化し，生活様式が変化定着しつつあります．人と人の直接的なつながり不足により

心の健康や継続的な就学意欲を維持することが困難になっています．一方，場所を選ばず気軽に参加できるオンライン会議が広が
り，国際会議や学会ではリアル会議より参加人数が増え衆知が集まるようです．ワーケーションのように個人の時間や心の満足を
満たすことに価値を見出す動きもあります．
このような生活様式が変化・多様化する時代においてメディアの重要性が増しています．メディア自身の品質向上のみならず，

いかに個々人の状況を把握し，それに合わせて適切にメディアを活用し高いQoLを達成するかが重要になってきています．
イメージ・メディア・クオリティ（IMQ）研究専門委員会は，2004年に様々なメディアの品質を横断的に議論する学術的な

場として発足して以来，2021年で 18年めを迎えます．画像品質の評価方法，画質改善の技法，撮像から伝達・表示に至るま
での技術，観察者の生理学・心理学的特性など，幅広く議論を重ねてきました．メディア活用の多様化・個人適応が進み，リモー
トメディアが重要な役割を果たす今こそ，メディアの進化が期待されています．メディアとその周辺技術について幅広く議論を行
いたい方は，企業のメンバーも多く幅広い分野の研究者が集まる IMQ研究会に是非ご参加ください．

魚森謙也（正員）
1985岡山大学大学院工学研究科修了．同年，松

下電器産業(株)（現パナソニック(株)）に入社．立
体視機構・画像処理の研究及びカメラシステム開発
に従事．2018 より大阪大学先導的学際研究機構・
データビリティフロンティア機構特任教授．マルチ
モーダル行動センシング・日常生活情報データベー
スの研究に従事．博士（工学）．
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国際会議参加報告
IEEE International Symposium on Information Theory

（ISIT2021, https://2021. ieee-isit. org）
Virtual Online Conference（Melbourne, Victoria, Australia）

2021年 7月12日～20日

岡山大学の仲田と申します．このたびは，寄稿の機会を頂
きありがとうございます．まず，自己紹介がてら，私が
ISIT へ参加することになった経緯を書きたいと思います．
私の専門はWeyl 群やルート系が関わる表現論や組み合わ

せ論です．その関係で，かつてから組み合わせ論サマース
クールをはじめ千葉大学の萩原学氏と親交があったのです
が，2016 年 12 月に沖縄のコーヒーショップで萩原氏か
ら Varshmov-Tenengol’ts 符号が 1 bit 削除誤り訂正可
能であることを B型Weyl 群の言葉で記述するという着想
を伺いました．このとき，得もいわれぬ不思議さを感じたの
が鮮明に記憶に残っております．B 型 Weyl が符号空間
￥｛0, 1 ￥｝̂n と相性がよい，というのは今となれば当たり
前のことなのですが，当時の私にはよく知っていたと思い込
んでいた B 型Weyl 群に 1 bit 削除誤り訂正というまだ知
らない性質があったことも驚きでしたし，とても魅力を感じ
ました．これをきっかけに 2018 年度から萩原氏と挿入削
除誤り訂正符号とWeyl 群のminuscule 元の関連性につい
て研究を本格的に始め，私が ISIT への参加するようになっ
たのも2018年が最初で，これ以降，毎年 ISIT へ参加する
ようになりました．とはいえ，符号理論は私からすれば不慣
れな未知の分野で，一般常識も覚束ないままの研究でしたの
で，ISIT へ submit するたびに reject されておりました．
2020 年頃からようやく勘所が分かってきたようで，今年
初めて，等しい複数 bit（複数の0か複数の1）を削除する
誤りを訂正できる完全符号の構成について念願の発表の機会
を頂きました．
ISIT は，私が普段参加している研究集会よりもはるかに

大規模で，2018 年（アメリカ：コロラド）に初めて参加
したときは衝撃を受けました．非常に多くの参加者が，非常
に多くのパラレルセッションで発表しており，一体この人た

ちはどういうネットワークになっているのだろう，と疑問が
一杯でした．また，研究領域の多様性にもただただ驚くばか
りでした．ですので，このときはとにかく自分の研究に関係
のありそうな話題を時間が合えば聞きに行く，といった感じ
でした．2020 年と 2021 年はオンライン開催だったの
で，参加者の数を肌で感じることができず，その点はとても
残念でした．できれば，せっかくの初めての発表だったので
現地で人の前で話したいと思いました．とはいえ，動画によ
る発表なので，幾つものセッションを時間帯を気にせず見る
ことができるのはオンラインのよい点ですね．大学の仕事の
合間にあれこれ発表を見に行っていました．発表用の動画を
作るのもよい経験になりました．まず，動画作成に使う編集
ソフトを何にするかで試行錯誤するところから始まり，編集
し始めると無料の編集回数を超えてしまって，途中で編集ソ
フトを切り替える，なんてことをやっていたので，私の発表
用動画はつぎはぎだらけでした．ほかの発表者の動画を見る
と，内容もさることながら，ただただ皆構成や編集が上手だ
なぁと感心するばかりです．
今回，ISIT へ参加・発表を通じて様々な経験をすること

ができました．このことは私にとって大いに有意義でした．
願わくは，今度は対面で発表の機会を得たいですね．

仲田研登（非会員）
平 12 筑波大・第一学群・自然学類卒．平 20

大阪大大学院博士後期課程了．博士（理学）．現
在，岡山大准教授．Weyl 群を利用した削除誤り訂
正符号，一般化ヤング図形の組合せ論や組合せ
ゲームの研究に従事．著書『算数科のための基礎
代数』『数学教員のための確率論』（ともに本年 9
月岡山大学出版より出版予定）．
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国際会議開催報告
The 36th International Technical Conference on Circuits/Systems,

Computers and Communications
（ITC-CSCC 2021，回路とシステム／コンピュータ及び通信に関する国際会議）

Grand Hyatt Jeju, Jeju-do, Republic of Korea（オンラインとのハイブリッド開催）
2021年 6月28～30日，https://itc-cscc2021.org/

今回で 36 回めとなる ITC-CSCC は，回路とシステム，
コンピュータと通信に関する幅広い研究分野を網羅する学術
国際会議であり，電子情報通信学会基礎・境界ソサイエ
ティ，The Institute of Electronics and Information
Engineers（IEIE），タ イ The Electrical Engineering/
Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Association（ECTI）との共同主催により，
毎年，6 月下旬から 7 月中旬の期間で開催されています．
本国際会議は，アジア地域における研究者の交流を活性化
し，広く世界で活躍できる研究者を育成する目的で，当初
は，日本と韓国の若手研究者の合同研究会としてスタート
し，以後，タイを加えた 3 か国で開催地をローテーション
しています．
今年の開催地は，韓国の代表的なリゾート地である済州島

でしたが，新型コロナウイルスの影響により，オンラインを
組み合わせたハイブリッド形式（図1）で運営され，主催の
3 か国に加え，中国，イギリス，米国，パキスタン，サウ
ジアラビアから，329 名の参加者でした．発表論文数は合
計 223 件，そのうち，口頭発表が 183 件，ポスター発表
40件であり，28のレギュラーセッション，3のポスター
セッション，及び 10 の特別セッションでプログラムが構
成されました．特別セッションでは，下記のとおり，システ
ム数理と応用や，データサイエンスと AI をテーマにした合
計46件の発表がありました．

・ WEIE Workshop
・ Emerging Technology
・ Machine Learning in Computer Vision
・ Mathematical Systems Science and its Applica-

tions

・ Advanced Data Storage Technology
・ Data Science and Artificial Intelligence
・ Recent Progress on Antennas and Microwave

Technologies
・ Semiconductor Standardization

全体企画のPlenary Talk として，中央大学の牧野光則教
授による “Trends in Engineering Education and Quality
Assurance in the 21st Century”（図 2）と，タイのチェ
ンマイ大学の Yuttana Kumsuwan 教授による “Com-
mon-Mode Voltage Mitigation by Modulation Techni-
ques for Voltage Source Converters” との，2件の発表
がありました．更に，東京農工大学の田中雄一准教授による
“Sampling Signals on Networks : Graph Sampling
Theory and Its Applications” を含む3件のチュートリア
ル講演も行われました．
オンラインのオーラルセッションでは，発表者は全員，事

前にプレゼンテーションを動画収録し，運営本部に送信しま
した．当日，運営側で，その動画を再生し，その後，リアル
タイムで発表者と聴講者が質疑応答する形式となりました．
一方，現地会場でのオーラルセッションでは，感染対策に万
全を期し，適切なソーシャルディスタンスをとり，運営され
ました（図 3）．現地会場の様子は Zoom を用いて中継さ
れ，オンラインで参加している聴講者は，発表後，チャット
機能を使って質疑応答する形式となりました．オンラインの
参加者は，会議ホームページ上に掲示された各セッションの
QRコードまたは URL（ハイパーリンク）から，Zoom へ
アクセスしました．ポスターセッションも，飛沫対策のため
マスク着用を徹底し，活発な意見交換が行われました（図
4）．
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新型コロナウイルス感染症の大流行によって，あらゆる研
究会や会議の形態を大きく変えざるを得ない状況の中，新た
な方策を模索し，中止や延期をすることなく，継続的に会議
を開催し，成功させて頂いた全ての運営関係者に感謝いたし
ます．全てのセッションにおいて，活発な議論が交わされ，
国際的な研究の発展につながるシナジーを生み出す貴重な機
会となりました．
次回 37 回は，2022 年 7 月 5～8 日に，タイのプー

ケットで開催される予定です．

篠宮紀彦（正員：一般会員）
1995創価大・工・情報卒．2001同大学院博

士課程了．2000(株)富士通研究所ネットワーク
システム研究所入社．情報通信ネットワーク設計
と制御技術の研究に従事．2005 創価大工学部専
任講師．現在，同大学理工学研究科教授，情報シ
ステム工学専攻長，情報ネットワークセンター長．
2014 米国テキサス大学客員研究員．博士（工

学）．2015基礎・境界ソサイエティ貢献賞．ITC-CSCC2020 Tech-
nical Program Committee Chair.
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図 4 現地会場でのポスターセッション



受賞者の声

第一著者

第二著者

第三著者

電子情報通信学会に関連する賞を
受賞された方を御紹介します．

第77回（令和2年度）論文賞

令和2年度は学会全体で12編の論文が論文賞を受賞しました．そのうち，基礎・境界ソサイエティでは3編
の論文が受賞しています．受賞した3編の論文の著者にインタビューしました．
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田代 晃司（九工大），黒崎 正行（九工大），尾知 博（九工大）
「Precoder and Postcoder Design for Wireless Video Streaming with Overloaded
Multiuser MIMO-OFDM Systems」(1)

Q．論文賞を受けられた御感想をお聞かせ下さい．
このたびは，このような名誉ある賞を賜りましたことを大変光栄に，そして誇らしく思います．
また，数年間にわたって取り組んできた無線動画像通信方式に関する研究の集大成が論文賞という形

で結実したことに対して，非常にうれしく思います．
この場をお借りして，査読者の方々，編集委員及び本賞選考委員の皆様に心から感謝申し上げます．

Q．論文賞を受けられた御研究について教えて下さい．
スマートフォンやビデオ配信サービスの普及により，モバイル端末上で高画質な動画像を視聴したい

という需要が高まっています．また，昨今のコロナ禍におけるテレワークなどの普及により，家庭で
Wi-Fi を利用したビデオ会議を行う機会も増加しています．受賞論文では，演算能力やアンテナ数，
バッテリー容量に制限がある複数のモバイル端末に対して，同時に高画質な動画像伝送を可能とする通
信方式を提案しています．具体的には，「動画像を構成するビット列において，視覚的に重要度の高い
部分を優先して保護する手法」，「受信側のアンテナ数が送信側よりも少ない場合にも適用可能な固有
ビーム伝送方式」，「受信側の演算量削減手法」の 3点を提案しています．シミュレーション条件にも
依存しますが，画質を大きく劣化させることなく，既存時術の約 1/5 の受信電力，約 1/3 の演算量
で複数のモバイル端末に対する動画像伝送が可能となります．

Q．現在，御興味をもたれている研究テーマを教えて下さい．
論文執筆時から所属が変わりまして，現在はソフトバンク株式会社で移動通信システムに関する研究

に従事しています．その中でも特に，成層圏プラットホーム（HAPS : high-altitude platform sta-
tion）に関連した研究テーマに興味があります．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
これまでに培ってきた無線通信技術を活かして，社会課題の解決や科学技術の発展に少しでも貢献で

きるように，更に研究を加速させたいと思っております．
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受賞者の声

松尾 亮祐（京大），塩見 準（京大），石原 亨（京大），小野寺 秀俊（京大），新
家 昭彦（NTT），納富 雅也（NTT）
Methods for Reducing Power and Area of BDD-Based Optical Logic Circuits(2)

Q．論文賞を受けられた御感想をお聞かせ下さい．
大変名誉ある賞を頂き光栄です．
論文執筆に際して様々なアドバイスをくださった共著者の皆様に感謝

いたします．
また，貴重なコメントを下さった査読者の方々をはじめ，委員会の皆

様に御礼申し上げます．

Q．論文賞を受けられた御研究について教えて下さい．
近年ナノフォトニックデバイスを用いた光論理回路は，超高速な動作

が見込めるために注目を集めています．光論理回路の合成法として主に
二分決定グラフ（BDD）に基づく手法が研究されており，本研究も
BDDに基づく合成手法を対象としています．本研究では，波長分割多
重（WDM）を用いて回路面積を削減する手法を提案しました．加え
て，光導波路中の枝分かれにおける光の減衰を削減することで消費電力
を削減する手法を提案しました．これらの研究成果は光論理回路の合成
法における重要な基礎技術になると考えます．

Q．現在，御興味をもたれている研究テーマを教えて下さい．
現在も引き続き光論理回路の合成法について研究しています．BDD

のみでなく様々なデータ構造について調べ，光論理回路の合成法に応用
できないか検討しています．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
今回の受賞は更なる研究の励みとなりました．光論理回路設計分野の発展に寄与できるように頑張っていこうと思います．

Q．読者へのメッセージをどうぞ！
私の研究に興味をもって頂けたならばうれしく思います．ありがとうございました．

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀

梶田 海成（NHK），小川 一人（NHK），藤﨑 英一郎（JAIST）
「A Constant-Size Signature Scheme with a Tighter Reduction from the CDH
Assumption」(3)

Q．論文賞を受けられた御感想をお聞かせ下さい．
このたびは名誉ある賞を賜り，大変光栄に存じます．共著者の藤崎先生，小川様に深く御礼申し上げます．

Q．論文賞を受けられた御研究について教えて下さい．
この論文では，電子署名の効率性と安全性について議論しています．電子署名とは，例えばオンラインショッピングや暗号資産

などで使われている技術であり，今では社会インフラとして欠かせない重要な暗号技術です．電子署名の安全性は，素因数分解問
題や離散対数問題など，数学的に解くことが難しい問題を根拠としています．これは安全性帰着と呼ばれる暗号技術特有の手法で
あり，面白いところだと思います．本研究では，これまで理論的に限界とされていた電子署名の安全性帰着の効率性を超えること
に成功し，それを証明しました．

Q．現在，御興味をもたれている研究テーマを教えて下さい．
安全・安心な放送サービスを暗号技術によって支えることが私のミッションです．したがってシステムから理論まで広く興味が

ありますが，特に興味があるのは，量子計算機が実現しても安全な電子署名の研究です．
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受賞者の声

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
暗号業界に身を置くと，周りの人の優秀さに落ち込むことがよくあります．それでも自分にできることを精一杯努め，暗号分野

のみならず，放送分野の発展にも少しでも貢献できるよう精進したいです．

Q．読者へのメッセージをどうぞ！
これからも皆様のご指導・ご助言を頂けると幸いです．今後ともよろしくお願いいたします．

梶田 小川（右），藤﨑（右から 2人目）
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(1) Koji Tashiro, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi, “Precoder and Postcoder Design for Wireless Video
Streaming with Overloaded Multiuser MIMO-OFDM Systems,” IEICE Trans. Fundamentals, vol. E102-A, no. 12, pp.
1825-1833, Dec. 2019.
(2) Ryosuke Matsuo, Jun Shiomi, Tohru Ishihara, Hidetoshi Onodera, Akihiko Shinya, and Masaya Notomi,
“Methods for Reducing Power and Area of BDD-Based Optical Logic Circuits,” IEICE Trans. Fundamentals, vol.
E102-A, no. 12, pp. 1751-1759, Dec. 2019.
(3) Kaisei Kajita, Kazuto Ogawa, and Eiichiro Fujisaki, “A Constant-Size Signature Scheme with a Tighter
Reduction from the CDH Assumption,” IEICE Trans. Fundamentals, vol. E103-A, no. 1, pp. 141-149, Jan. 2020.
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論文募集

2022 年暗号と情報セキュリティシンポジウム
（SCIS2022）
2022 Symposium on Cryptography and Information Security

開催期間：2022 年 1月 18日（火)～21日（金）
会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
開催形態：ハイブリッド（投稿・登録時に現地かオンラインかを選択して頂きます）
ウェブページ：https://www. iwsec. org/scis/2022/index. html
Twitter : https://twitter. com/scis2022/

1． 概要

暗号と情報セキュリティシンポジウムは，暗号と情報セキュリティ技術に関する最新の研究成果の発表および情報

交換の場として，1984年以来毎年開催されているセキュリティ分野における日本最大規模のシンポジウムです．

第39回となるSCIS2022は，新型コロナウィルスの影響を考慮して，オンラインとオフラインのハイブリッド

での開催を予定しています．

2． 招待講演

北川勝浩 先生（大阪大学）

3． 募集テーマ

暗号および情報セキュリティに関する分野，特に新しく発展しつつある研究分野．募集テーマを以下に挙げますが，

これらに限らずセキュリティ技術に関わる論文を広く募集します（査読による絞込みはありません）．

［募集テーマ例］

暗号理論（情報理論的安全性，数論応用，乱数），公開鍵暗号（楕円・超楕円曲線暗号，高機能暗号（多機能署名，

ID ベース暗号／属性ベース暗号／関数暗号）），共通鍵暗号（ブロック暗号，ストリーム暗号，ハッシュ関数），暗

号プロトコル（認証，鍵管理），秘密計算，物理的暗号（カードベース暗号），耐量子計算機暗号（格子暗号）と量

子暗号（量子計算），ネットワークセキュリティ（ネットワーク攻撃検知・対策，クラウドセキュリティ），ウェブ

セキュリティ，システムセキュリティ（IoT セキュリティ，モバイルセキュリティ，組み込みセキュリティ，制御

システムセキュリティ，マルウェア対策），自動車セキュリティ，ハードウェアセキュリティ，サイドチャネル攻

撃，コンテンツ保護（電子透かし，ソフトウェア保護），セキュリティ評価・フォーマルメソッド，プライバシー保

護，生体認証・バイオメトリクス，ブロックチェーン，教育・心理学，AI セキュリティ

4． 論文賞

● イノベーション論文賞

情報セキュリティ（ISEC）研究専門委員会では，暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS）のさらなる発展

IEICE Fundamentals Review Vol.15, No.2144



と活性化を目的として，「新しい研究・技術開発」の奨励を行うイノベーション論文賞を SCIS2012 より設定し

ています．その奨励対象は，理論的新規な論文だけでなく，ICTでの問題提起や新しい研究分野の提案も含みます．

イノベーション論文賞の対象は，全講演論文となります．多くの技術者・研究者による，積極的なご発表をお願い

いたします．

● SCIS 論文賞

情報セキュリティ（ISEC）研究専門委員会では，暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS）のさらなる発展

と活性化，並びに，暗号と情報セキュリティ分野で活躍する若手の奨励を目的として，1993年よりSCIS 論文賞

を設定しています．SCIS 論文賞の対象は，SCIS 論文賞を未受賞の講演者で，主に学部在学中もしくは学部卒業

後10年の講演者による論文となります．論文賞の対象として取り扱われるかどうか不明な方は，事務局までお問

い合わせください．

5． 主なスケジュール

2021年 11月 10日（水）発表申込み・参加申し込み受け付け開始

11月30日（火）発表申込〆切

12月 9日（木）論文概要投稿締切

12月15日（水）SCIS2022プログラム公開

12月22日（水）事前参加申込み締切

2022年 1月 4日（火）原稿提出締切

1月11日（火）概要集公開開始

1月12日（水）論文集（本文）公開開始

1月18日（火)～21日（金）SCIS2022開催

・概要は原稿提出の有無に関わらずプログラムに掲載されます．

6． 申込み

参加・発表申込みを，11月上旬より本シンポジウムのウェブページで受け付ける予定です．詳細はHPをご参照

ください．投稿原稿は「概要：1 ページ以内（A4 版，1.5MB 制限）」および「論文：8 ページ以内（A4 版，

1.5MB制限）」をご準備ください．

7． 諸注意

本シンポジウムに関する最新の情報は，ウェブページをご参照ください．また，発表・参加申込み及び原稿提出の

各締切を厳守してください．締切以降の提出は一切受け付けられません．

8． 運営体制

実行委員長：宮地充子（大阪大学）

実行副委員長：松島秀樹（パナソニック）

プログラム委員長：大塚玲（情報セキュリティ大学院大学）

実行委員：

高野祐輝（大阪大学），三本知明（KDDI），矢内直人（大阪大学），

西田直央（パナソニック），須賀祐治（IIJ），海上勇二（パナソニック），

小谷大祐（京都大学），奥村伸也（大阪大学），三谷辰雄（三菱ケミカルシステム），

IEICE Fundamentals Review Vol.15, No.2 145



大木哲史（静岡大），白石善明（神戸大），猪俣敦夫（大阪大学），近澤武（IPA），

安田真悟（NICT），小出洋（九州大学），満永拓邦（東洋大），江村恵太（NICT），

稲村勝樹（東京電機大），白勢政明（はこだて未来大），Yuntao Wang（JAIST),

面和成（筑波大），伊藤竜馬（NICT），三宅秀享（東芝），Chen-Mou Cheng（JAIST),

上原 哲太郎（立命館大学）

［主催］

電子情報通信学会 情報セキュリティ研究専門委員会（ISEC）

［協催］

電子情報通信学会 バイオメトリクス研究専門委員会（BioX研）

電子情報通信学会 情報通信システムセキュリティ研究専門委員会（ICSS研）

電子情報通信学会 ハードウェアセキュリティ研究専門委員会（HWS）

情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会（CSEC研）
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基礎・境界ソサイエティ運営委員会
会 長 高橋 篤司 （東京工業大学）
次期会長 鎌部 浩 （岐阜大学）
ソサイエティ編集長 引原 隆士 （京都大学）
副会長（事業担当） 松永 裕介 （九州大学）
副会長（システムと信号処理） 岡崎 秀晃 （湘南工科大学）
副会長（音響・超音波） 小池 義和 （芝浦工業大学）
副会長（情報理論とその応用） 桑門 秀典 （関西大学）
庶務幹事 藤吉 正明 （東京都立大学）
庶務幹事 太田 隆博 （専修大学）
会計幹事 小平 行秀 （会津大学）
会計幹事 廣友 雅徳 （佐賀大学）
事業担当幹事 多和田雅師 （早稲田大学）
事業担当幹事 葛岡 成晃 （和歌山大学）
大会担当幹事 和田 昌浩 （甲南大学）
大会担当幹事 松井 一 （豊田工業大学）
電子広報担当幹事 谷口 一徹 （大阪大学）
電子広報担当幹事 森島 佑 （東北学院大学）
英文論文誌編集委員長 奥田 正浩 （同志社大学）
英文論文誌編集幹事 川村 新 （京都産業大学）
和文論文誌編集委員長 大濱 靖匡 （電気通信大学）
和文論文誌編集幹事 サントソバグス （電気通信大学）
ソサイエティ誌編集委員長 関屋 大雄 （千葉大学）
ソサイエティ誌担当幹事 山肩 大祐 （国際ゲーム開発者協会日本）
ソサイエティ誌担当幹事 八巻 俊輔 （東北大学）
特別委員（国外活性化担当） 田口 亮 （東京都市大学）
特別委員（国際会議コンテンツ担当） 戸川 望 （早稲田大学）
編集特別幹事（オブザーバ） 澤畠 康仁 （日本放送協会）
出版委員会委員（オブザーバ） 安永 憲司 （大阪大学）
研究会連絡会幹事補佐（オブザーバ） 高島 康裕 （北九州市立大学）
ハンドブック/知識ベース委員会委員（オブザーバ） 笹岡 直人 （鳥取大学）
事務局 水橋 慶，永井 宏 （電子情報通信学会）

基礎・境界ソサイエティサブソ・研専会議
副会長（事業担当） 松永 裕介 （九州大学）
副会長（システムと信号処理） 岡崎 秀晃 （湘南工科大学）
副会長（音響・超音波） 小池 義和 （芝浦工業大学）
副会長（情報理論とその応用） 桑門 秀典 （関西大学）
事業担当幹事 多和田雅師 （早稲田大学）
事業担当幹事 葛岡 成晃 （和歌山大学）
回路とシステム（CAS） 佐藤 弘樹 （ソニー LSIデザイン）
情報理論（IT） 和田山 正 （名古屋工業大学）
信頼性（R） 土肥 正 （広島大学）
超音波（US） 小池 義和 （芝浦工業大学）
応用音響（EA） 梶川 嘉延 （関西大学）
VLSI設計技術（VLD） 小林 和淑 （京都工芸繊維大学）
情報セキュリティ（ISEC） 伊豆 哲也 （富士通研究所）
信号処理（SIP） 坂東 幸浩 （日本電信電話）
ワイドバンドシステム（WBS） 浜村 昌則 （高知工科大学）
システム数理と応用（MSS） 尾崎 敦夫 （大阪工業大学）
思考と言語（TL） 坪田 康 （京都工芸繊維大学）
技術と社会・倫理（SITE） 小川 賢 （神戸学院大学）
ITS（高度交通システム）（ITS） 藤井 雅弘 （宇都宮大学）
スマートインフォメディアシステム（SIS） 末竹 規哲 （山口大学）
イメージメディアクオリティ（IMQ） 魚森 謙也 （大阪大学）
高信頼制御通信（RCC） 李 還幇 （情報通信研究機構）
バイオメトリクス（BioX） 今岡 仁 （日本電気）
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技術と歴史（オブザーバ） 篠田 庄司 （中央大学）
技術者教育と優良実践（オブザーバ） 横田 光広 （宮崎大学）
ヒューマンコミュニケーション G（オブザーバ） 吉田 寛 （日本電信電話）
研究会連絡会幹事補佐（オブザーバ） 高島 康裕 （北九州市立大学）
庶務幹事（オブザーバ） 藤吉 正明 （東京都立大学）
庶務幹事（オブザーバ） 太田 隆博 （専修大学）
大会担当幹事（オブザーバ） 和田 昌浩 （甲南大学）
大会担当幹事（オブザーバ） 松井 一 （豊田工業大学）
電子広報担当幹事（オブサーバ） 谷口 一徹 （大阪大学）
電子広報担当幹事（オブザーバ） 森島 佑 （東北学院大学）
事務局 水橋 慶，永井 宏 （電子情報通信学会）

NOLTAソサイエティ運営委員会
ソサイエティ会長 齋藤 利通 （法政大学）
ソサイエティ次期会長 潮 俊光 （大阪大学）
庶務幹事 神野 健哉 （東京都市大学）
庶務幹事 松原 崇 （大阪大学）
会計幹事 中野 秀洋 （東京都市大学）
電子広報担当幹事 松浦 隆文 （日本工業大学）
大会担当幹事 和田 昌浩 （甲南大学）
運営委員 堀尾 喜彦 （東北大学）
運営委員 岡本 英二 （名古屋工業大学）
運営委員 高坂 拓司 （中京大学）
運営委員 常田 明夫 （熊本大学）
運営委員 松下 春奈 （香川大学）
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編集後記

今年も外にほとんど出られず，暑さをほとんど感じることなく夏が終わってしまった感があります．この夏の思い出はやはりオリン
ピックで，期間中は数々の名場面に毎日感動していました．一方で，柔道やレスリングなど何枚かチケットを確保していたのですが，
現地観戦が叶わず，会場で感動を共有できなかったことが残念でなりません．長引くコロナ禍の中，FR誌も企画から編集まで全てオ
ンラインでの編集作業が続いています．対面だからこそ生まれる企画も多く，早く緊急事態から脱することを願う毎日です．（関屋大雄）

新型コロナウイルス感染症の影響続く中，今回も無事にFR誌を発行することができました．この大変な状況下においても発行を続
けることができましたのは，編集委員・事務局・出版社，そして精力的に研究を続けていらっしゃる研究者の皆様のお陰であると感じ
ております．厚く感謝申し上げます．難しい状況下であっても続けていくことが大切ではないかと感じています．FR誌が皆様のご研
究の成果の発表の場となり，また様々な研究に触れることができる場となるよう邁進していく所存です．引き続きよろしくお願い申し
上げます．（山肩大祐）

今号のやわらかい記事（ESS ニュース，だより，開催報告，論文募集）の編集を担当しました．新型コロナウイルスの影響が予想
以上に長引いており，学会活動もまだしばらくオンライン開催やハイブリッド開催の形態が続きそうに思います．多くの学会がオンラ
インならではの企画などに取り組んでいらっしゃいます．FR誌から様々な学会の取り組み状況などを発信し，読者の皆様との情報共
有ができれば幸いです．今後ともよろしくお願い申し上げます．（八巻俊輔）

今号の「受賞者の声」を担当しました．新型コロナウイルスの状況が日々変化しており，オンライン授業などの対応でお忙しいかと
思います．このような状況下で，予定していた記事が無事に掲載できて安心しました．論文賞を受賞された皆様，おめでとうございま
す．今後ともよろしくお願いいたします．（小林孝一）

「研究会に行こう」の編集を担当しました．コロナ禍の続く中，各研究専門委員会でも研究会の開催にご苦労されているようです．
私も昨年度までの 3年間 EA研究会の幹事を務めておりましたが，最後の 1年間は丸々オンラインでの開催でした．全国各地で開催さ
れる研究会は，様々な研究者と直接意見を交換できる貴重な機会です．しかし，オンラインでの開催も，聴講参加のしやすさなどメ
リットを感じています．今後はハイブリッド開催なども検討されているようで，ますます研究会が活性化されることを期待していま
す．最後になりますが，ご担当頂いた執筆者・編集委員，事務局・出版社の皆様に御礼申し上げます．（松井健太郎）
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