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ご あ い さ つ

和文論文誌編集の近況と今後
Recent Activities and Future of the Editorial Committee for the Transaction on

Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences（Japanese Edition）

和文論文誌編集委員長 大 濱 靖 匡

ESS の和文論文誌は，創刊以来，日本語を母国語とする
読者や投稿者にとって，自らの研究成果を発表し，最新の情
報を得る有用な雑誌であり続けてきました．本稿では，
ESS の和文論文誌を取り巻く最近の状況並びに取り組みを
簡単に振り返り，また，和文論文誌の将来について考えてみ
たいと思います．

1．和文論文誌の近況

和文論文誌は，日本語を母国語とする読者や投稿者にとっ
て，研究成果を発表し，その意義を世に問うために大変便利
でかつ重要な媒体です．このような理念の下で和文論文誌は
創刊以来，本学会の会員からより広く電気電子，情報通信系
の研究者，技術開発者にわたって，自らの研究成果を発表
し，最新の情報を得る有用な雑誌であり続けてきました．
その一方で，近年，ESSの和文論文誌（以後 JAと省略）
への投稿数や掲載数は，年々減ってきています（図 1）．特
に，ここ 2，3年の掲載論文数は，JA創刊以来の毎月発行
が維持できなくなりかねないレベルにまで低下しておりま
す．この要因として，近年，国際的な研究活動の推進と世界
的にサーキュレーションの高い雑誌への論文を強く要求され
るようになってきていることがあると考えられます．また研
究者の業績評価の際の指標として，和文論文誌一般が用いら
れにくくなっているという現状も要因と考えられます．
上記の掲載論文数の低下は，近年 JAが抱え続けてきた深
刻な問題であります．これまで，この問題に対する様々な検

討が行われ，具体的な対応策が講じられてきました(1), (2)．
次の節では，こうした事柄を踏まえ，掲載論文数の低下に対
し，今後どのように対応していくかを考えたいと思います．
現在，JA では，論文誌の編集体制として，ESS が包含

する六つの研究専門分野につき，英文論文誌（EA）と連携
したエディタ制による論文編集が実施されています．和英論
文誌編集委員会へのエディタ制の導入につきましては，これ
までの部分的導入から，4 年間の移行期間を経て，本年度
に完全導入が実現しました．エディタ制が実施されている六
つの分野は以下のとおりです：分野 A 情報セキュリティ分
野（情報セキュリティ基礎，バイオメトリックス）；分野 B
回路とシステム分野（システムと制御，非線形問題，回路理
論，回路解析，VLSI 設計技術と CAD，アルゴリズムと
データ構造・計算複雑度，グラフとネットワーク，システム
数理と応用）；分野 C 信号処理 I 分野（ディジタル信号処
理，アナログ信号処理）；分野D信号処理 II 分野（画像，視
覚）；分野 E 信号と通信理論分野（通信理論，信号理論基
礎，スペクトル拡散技術，移動情報通信・パーソナル通
信）；分野 F 情報理論，符号理論分野（情報理論，符号理
論）．
現在和英論文誌編集委員会は，72 名の JA 編集委員，

82 名の EA 編集委員からなります．エディタ制の下で，
JAの編集委員は全て EAの編集委員を兼任し，これらの編
集委員には和文，英文の関係なしに論文が割り当てられるこ
とになります．EAのみを担当する10名の編集委員のうち
の 9 名は諸外国より参加の委員となっています．論文の割
り当ての具体的な過程を述べますと，投稿された和文若しく
は英文論文は，著者からの申告による投稿論文の専門分野の
情報に基づき，上記の六つの分野若しくはその他の分野に振
り分けられます．六つの各分野には，1 名の分野編集委員
が割り当てられていて，各分野の分野編集幹事は，振り分け
られた論文の編集委員への論文割り当てを行います．その他
の分野に振り分けられた論文は，エディタ制を導入する以前
の JA，EA それぞれの規則に従って論文編集作業が行われ
ます．エディタ制度の導入により多くの場合に投稿論文をそ
の専門性に適合した最適な編集委員に割り当てることが可能
になりました．また和文編集委員と英文編集委員の負担が平
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図 1 和文論文誌 JAの投稿件数と掲載件数



均化されるようになりました．
採録となった論文をいち早く読者に周知する早期公開制度
が 2020 年 1 月 1 日以降に投稿された論文に適用されて
おります．この制度により，掲載料が支払れ，掲載号の決定
通知が行われた論文は速やかにオンライン上で公開されま
す．早期公開制度により，各投稿論文について，採録により
研究の新規性が認められた時点での優先権確保が可能となり
ました．
最近，所属機関によっては，掲載雑誌が Scopus などの
文献データベースに登録されていることを研究業績の評価に
考慮する場合があります．EA では既に Scopus への登録
がなされておりますが，JAについてもその意義を高める方
策として，2019年より Scopus への登録を目指して準備
を進めております(2)．登録のための要件として，参考文献
の英語表記が必要となることから，JAでは投稿規程を一部
改訂し，文献の引用について，和文の著書などのように和文
のみの題目をもつ文献については，この部分をローマ字表記
とした英文文献も併せて記載することとしました．改訂され
た投稿規程並びに投稿のしおりは，2021年 5月 1日から
施行されております．上記の文献引用についての投稿規程の
改訂は，Scopus への登録という目的とともに，学会の発
展の方向の一つである「「国際化」にも寄与するものである
と考えております．

2．和文論文誌の今後

和文論文誌の近況として，まず最初に掲載論文数の低下の
問題について述べました．和文論文誌では現在，この問題へ
の対応が最優先の課題となっております．現在の掲載論文数
では，毎月発行の維持が厳しいものとなることを述べまし
た．Scopus に index される雑誌の基準の一つとして，毎
号の論文数がある点を考慮すれば，今後，発行の頻度につい
ては編集委員会などで議論していく必要があります(2)．こ
れに加えて，研究者の業績評価の際の指標として，JAを含
めた和文論文誌一般が用いられにくくなっている現状では，
そもそも発刊を継続するべきかどうかまで議論されるように
なってきています(2)．
冒頭で述べましたように，和文論文誌は，日本語を母国語
とする読者や投稿者にとって，研究成果を世に問うための重
要な媒体であると考えられてきました．現在の和文論文誌の
掲載論文数の減少に関しては，まず，和文論文誌の重要性や
意義を再度明確にした上で今後の対応を進めていく必要があ
ると考えられます．和文誌がもつ英文雑誌にはない特徴とし
て，次のような事柄が述べられています(1)．
（1）学生や若手研究者が初めて書く論文に適している．
（2）英文に不慣れな研究者も書き進めやすい．
（3）和文の技術研究報告から論文に仕上げることが容易．
（4）英文に不向きな研究分野の論文が投稿できる．

上記の和文誌の特徴を踏まえた上で，和文論文誌の論文投
稿を増やす方策として萌芽的研究論文小特集，学生論文特集
を発行隔週による論文投稿といった発展策が実施されまし
た(1)．これらの策が実施された 2012～2015 年に，一時
的に投稿数と掲載数が増えております．
一方，FR誌は発刊以来，依頼論文を主に構成しておりま

すが，概観論文をはじめとして，内容の濃い記事が数多く掲
載され，成功を収めております．JA では，FR 誌の成功に
着目し，また，実際に投稿者から要望もあったことから，依
頼論文の種別として従来の「招待論文，解説論文」に概観論
文が追加されています(2)．
以上のようなこれまでの議論や様々な方策を経た結果とし

て，現状の状況に至っていることを考慮しますと，今後は，
特集号や依頼論文に着目したこれまでの方策とは別に，和文
論文誌への論文投稿について，安定した投稿件数が維持でき
るような方策も必要ではないかと考えております．この辺り
については，今後編集委員会などで議論を重ねていく必要が
あります．ここでは，和文誌の特徴として述べられた事柄を
踏まえ，安定した投稿件数を維持するための方策について少
し考えてみたいと思います．
和文誌へ論文投稿について安定した投稿件数を維持するた

めの方策の一つとして，和文誌の特徴として述べられた 4
項目のうちの最初の 3項目に着目した次のような方策が考
えられます．ESS に属する研究会により毎年多数の研究集
会が開催されています．こうした研究会での発表論文が技術
研究報告に掲載されますが，これらの大部分が日本語で記述
されたものです．また項目 3 にも記されているように，技
術研究報告に記載の論文の中には和文論文誌へ投稿できる形
式に仕上げることが容易な形になっているものが多数見受け
られます．こういった技術報告に記載された論文は，和文誌
への投稿論文の貴重なリソースと考えてよいと思います．ま
た，数多くの研究会で学生による発表を対象とした学生表彰
が行われています．技術報告に記載された論文の和文論文誌
への投稿を勧める方法の一つとして，学生表彰で表彰された
論文については，論文の著者に和文論文誌への投稿を勧める
ような働きかけを積極的に行ってもよいのではないでしょう
か？ この方策を実現するためには，論文編集委員会と研究
専門委員会の連携並びに情報共有が必要となります．上記の
方策は，投稿論文のリソースを既に ESSにおける各種研究
会で発表され，技術研究報告に掲載された研究報告論文に求
めるという考え方を基本としています．これらの研究成果物
が多少の仕上げの過程を経て，和文論文誌へ投稿されるよう
な流れが確立できれば，論文投稿件数が安定して維持できる
ようになるのではないでしょうか？ このような方策につい
て，ESS の研究専門委員会との連携や情報共有も考慮しな
がら検討を進めていきたいと思います．
JAの今後について，皆様からのご意見をお寄せ頂ければ

幸いです．
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確率推論と疎行列に基づく同期誤り訂正符号化法
Synchronization Error-Correction Coding Based on Probabilistic Inference and Sparse Matrices

柴田 凌 Ryo SHIBATA

アブストラクト 同期タイミングの不確実性や時間方向に対し変化を伴う雑音を有する通信・記録システムは，シンボルの挿入

と削除に代表される同期誤りにより，その信頼性や効率性が大きく損なわれる．本稿では，疎行列と確率推論に基づく符号

化法を扱い，同期誤りが発生する通信路の確率モデル，確率推論に基づく復号問題の定式化，及び確率伝搬法による復号ア

ルゴリズムを解説する．その後，既存の同期誤り訂正符号を幾つか紹介する．最後に，レーストラックメモリで生じる特殊

な同期誤りに焦点を当て，筆者らが提案した空間結合符号化法を解説する．

キーワード 同期誤り訂正符号，最大事後確率復号，LDPC (low-density parity-check)符号，空間結合符号

Abstract In communication and recording systems affected by uncertainties in timing or time noise, synchronization errors,

such as symbol insertions and deletions, can significantly impair the reliability and efficiency of the system. In this

article, we review synchronization error-correcting codes based on probabilistic inference and sparse matrices. We first

present a probabilistic channel model of synchronization errors, formalize a decoding problem for the channel as prob-

abilistic inference, and show a belief-propagation decoding algorithm. Then, we review some existing synchronization

error-correcting codes. Finally, we focus on a special type of synchronization error that occurs in racetrack memories,

and we present a coding scheme based on spatially coupled codes.

Key words Synchronization error-correcting codes, Maximum a posteriori decoding, LDPC codes, Spatially coupled codes

1. は じ め に

1940 年代に Golay，Shannon，及び Hamming らにより符

号理論が創始されて以降，実現可能な符号化・復号計算量で理論

限界に近づく符号の研究が盛んに行われてきた．現在では，2元

対称通信路や加法的白色ガウス雑音通信路などの加法的な誤りが

発生する通信路，及び消失誤り (送信シンボルが消失する)が発

生する通信路において，疎行列に基づく LDPC (Low-Density

Parity-Check，低密度パリティ検査) 符号（1）や空間結合符号（2）

と確率推論に基づく反復復号法，及び Polar 符号と逐次除去復

号法により，有限の符号長で理論限界に近づく復号性能を達成

できることが広く知られている．

加法的な誤りや消失誤りのもとでは，i番めの受信シンボルは，

必ず i番めの送信シンボルに対応する．しかしながら，この仮定

は常に成り立つわけではない．すなわち，i番めの受信シンボル

が i番めの送信シンボルに対応するとは限らない．また，タイミ

ングのズレだけではなく，送信シンボル数 |=受信シンボル数と
もなり得る．このような状況は同期タイミングの不確実性や時

柴田 凌 正員 東京理科大学工学部情報工学科
E-mail r shibata@rs.tus.ac.jp
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図 1 同期誤り (挿入・削除誤り) の例

間方向に対し変化を伴う雑音を有する通信・記録システム（3）～（5）

で発生することが知られており，図 1 に示すような同期誤り (シ

ンボルの挿入や削除) によって引き起こされる．更に近年では，

次世代ストレージとして期待されている DNAストレージ（6）や

レーストラックメモリ (RM: Racetrack Memory)（7）の信頼性

を低下させる要因となることから，同期誤り訂正符号がより一

層の注目を集め，その重要性はますます高まっている．

一般に加法的な誤りが発生する通信路モデルに対する情報理

論・符号理論の研究成果は，同期誤りが発生する通信路モデルへ

そのまま適用できないことが知られている．そのため，同期誤

りへの対処は，長い間，困難な問題として見られてきた．同期誤

りに対する研究は，1960 年代の Gallager（8），Levenshtein（9），

そして，Dobrushin（10）の研究まで遡るものの，飛躍的に理解

が進んだのは，過去 10年以内でのことである．

同期誤り訂正符号化法は大きく，(i)確率論的な手法に基づく

アプローチと，(ii) 数論や組合わせ論などの代数学に基づくア

プローチの二つのタイプに分類することができる．本稿では前

者 (タイプ (i)) に属する研究を扱い，後者 (タイプ (ii)) に属す
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る研究は扱わないこととする．なお，研究の本流は研究者数，

及び発表論文数の観点からタイプ (ii) にあるといえる．タイプ

(ii)の符号化法に興味のある読者は，包括的なサーベイである文

献（11），（12）や，近年の研究成果 (文献（13）～（19）など) を参

照されたい．

タイプ (i) に属する研究は，実行可能な計算量でランダム

に生じる同期誤りを訂正する符号化法の開発を目指しており，

2000 年代の Davey と Mackay（20），Ratzer（21）の研究に始ま

る．Davey と Mackay はウォーターマーク符号と LDPC 符号

の連接符号化法を提案し，Ratzer はマーカー符号と LDPC 符

号の連接符号化法を提案した．これらの符号化法は，送信系列

に同期系列 (ウォーターマークやマーカー)を埋め込み，受信者

側ではあらかじめ共有された同期系列の埋め込み位置と内容を

頼りに同期誤りの発生を確率的に推定し，推定に伴う誤りを外

符号である LDPC 符号により訂正するものである．2010 年代

半ばに入り，空間結合符号の台頭，及び有記憶通信路に対する

情報理論・符号理論的な研究の進展に伴い，上記のような同期系

列を利用せずとも，同期誤り通信路に対して疎行列に基づく符

号 (LDPC符号と空間結合符号)と反復復号法が，良好な復号性

能を達成することが明らかになった（22），（23）．また，情報理論的

な成果に基づき，通信路への入力を最適な分布に近づける内符

号を構成することで，更なる性能向上も実現されている（24）．ほ

かにも，同期誤り通信路の通信路分極，及び Polar 符号化・復

号法が研究されている（25）～（27）．

上記に挙げた研究のほか，DNA ストレージや RM を対象と

し，物理的な特性を考慮した同期誤り訂正符号化法も研究され

ている．例えば，RMでは同時に複数の同期誤りが発生するが，

これは同期誤りの発生タイミングに関して相関をもつことを意

味する．このような情報を活用した同期誤り訂正符号化法も存

在する（28），（29）．

本稿では，タイプ (i) に属する，確率推論と疎行列に基づく

符号化法を解説する．2.では，グラフ上の確率伝搬法，疎行列

に基づく符号，確率推論に基づく復号問題の定式化，及び確率

推論に基づく復号法を簡単に説明する．3.では，ランダムに生

じる同期誤りの通信路モデルを説明する．4.では，2.の内容を

ベースとし，同期誤り通信路に対する復号問題の定式化，及び

確率推論に基づく同期誤りの復号法を説明する．5.では，幾つ

かの既存の同期誤り訂正符号化法を紹介する．6.では，RMで

生じる特殊な同期誤りを対象とし，筆者らが提案した通信路モ

デルや空間結合符号を用いた符号化法を説明する．最後に，7.

では，本稿を総括する．

2. 準 備

2. 1 確率推論と確率伝搬法

ここでは，例を用いて確率伝搬法による確率推論の基本的な

原理を簡単に説明する．まず，確率変数 x1, x2, x3, x4, x5 に

対する xi の周辺分布の計算を考える．xi の周辺分布 p(xi) は

x1, x2, . . . , x5 の結合確率分布 p(x1, x2, x3, x4, x5)を用いて次

図 2 式 (2) の因子分解を表すファクターグラフ

のように与えられる．

p(xi) =
∑
∼xi

p(x1, x2, x3, x4, x5) (1)

ここで，
∑

∼xi
は xi を除く全ての実現可能な値の組合せに対す

る総和記号を表す．今，p(x1)について考えると，変数 x2, x3,

x4, x5 が，それぞれ q 通りの値を取りうる場合，式 (1)の周辺

化ではおよそ q4 回の演算が必要である．つまり，変数の数が

大きい問題に対して，このような愚直な計算は困難となってし

まう．

しかし，式 (1) のような周辺分布の計算問題に対して，結合

確率分布が

p(x1, x2, x3, x4, x5) = f1(x1, x2)f2(x2, x3)f3(x1, x4, x5),

(2)

のように分解 (因子分解)できる場合には，p(x1)の計算は，

p(x1) =
∑
∼xi

p(x1, x2, x3, x4, x5) (3)

=

{∑
x2

f1(x1, x2)
(∑

x3

f2(x2, x3)

︸ ︷︷ ︸
(i)

)

︸ ︷︷ ︸
(ii)

}

×
{∑

x4

∑
x5

f3(x1, x4, x5)

︸ ︷︷ ︸
(iii)

}
(4)

となり，およそ q2 回まで演算回数を削減することができる．

与えられた因子分解に対して，局所的な関数 fj に対応する関

数ノードと，変数 xi に対応する変数ノードとを準備し，xi が

fj に含まれている場合に xi と fj を枝で接続することでグラフ

が構成される．このような 2 部グラフはファクターグラフと呼

ばれ，因子分解を視覚的に表現するものである．ファクターグ

ラフがサイクル (閉路)を含まない場合，グラフの端点から各変

数ノードに向け積和計算を繰り返すことで，効率的な周辺分布

の計算が行われる．このように，確率変数間の依存関係を考慮

し，グラフ上でメッセージを伝達し全体の演算回数の削減を図

るのが確率伝搬法 (Sum-Product アルゴリズム) である．一般

に，ファクターグラフがサイクルを含む場合でも，メッセージ

の計算・伝搬を繰り返すことで良好な近似解が得られることが

知られている．

式 (2)の因子分解に対応するファクターグラフを図 2 に示す．

以降，関数ノードは白四角 (�)，変数ノードは白丸 (©)として

表す．x1 の周辺分布 p(x1)の計算を考えれば，図に示したよう

にグラフの端点から矢印の方向にメッセージを伝搬すればよい．
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図 3 検査行列H1 に対応するタナーグラフ

つまり，式 (4) における [(i)，(iii) の和] → [(ii) の和] → [(ii)

と (iii)の積]を計算することで p(x1)は得られる．

確率推論，及び確率伝搬法のアルゴリズムの詳しい議論につ

いては，文献（30）を参照されたい．

2. 2 疎行列に基づく符号

LDPC 符号や空間結合符号は疎な (行列中の非零要素の割合

が非常に小さい)検査行列により定義される線形符号のクラスで

ある．m行 n列の検査行列H = [hi,j ]が与えられるとき，線

形符号 C はHx� = 0� を満たす符号語 x = (x1, . . . , xn) の

集合として，

C = {x ∈ F
n
q | Hx� = 0�} (5)

と定義される．特に断りがない限り，本稿では x ∈ F
n
2 の 2 元

符号を考える．

検査行列H により定義される符号は，タナーグラフと呼ばれ

る 2部グラフでも表現できる．タナーグラフは，H の各列に対

応する変数ノード，H の各行に対応するチェックノード，及び

各パリティ検査方程式に対応するチェックノードとそのパリティ

検査方程式に含まれる変数ノードとをつなぐ枝から構成される．

例えば，検査行列

H1 =

⎡
⎣1 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0

⎤
⎦ (6)

に対応するタナーグラフは図 3 のようになり，チェックノード

c1 には 1 行めのパリティ検査方程式 (x1 ⊕ x2 ⊕ x6 = 0) に属

する変数ノードが接続している．変数ノードとチェックノードの

次数 (接合する枝の数)がそれぞれ一定値であるとき，正則符号

と呼び，それ以外のときは非正則符号と呼ぶ．

正則・非正則なLDPC符号とは異なり，空間結合符号は図 4 (a)

に示すような帯状に非零要素が存在する疎な検査行列をもつ．

ここでは厳密に定義しないが，図 4 (b)のように L個の LDPC

符号を並べ (L は結合数と呼ばれる)，これらを結合させること

で空間結合符号は得られる．

2. 3 確率推論に基づく復号法

疎行列に基づく符号は，Sum-Product復号法として知られる

確率推論に基づく反復復号法によって効率的に復号される．今，

一様ランダムに選択された符号語 x ∈ C が通信路に送信され，
出力として y ∈ Yn (Y は出力アルファベットを表す) を得た

とする．このとき，受信系列 y のもとでビットごとの事後確率

図 4 空間結合符号の検査行列とタナーグラフ

p(xt | y)を最大化する値 xt を推定値とする復号法は，

x̂t = arg max
xt∈{0,1}

p(xt | y) (7)

として与えられ，シンボル単位MAP (Maximum A Posteriori)

復号法と呼ばれる．

事後確率 p(xt | y)の計算は，次のような周辺確率の計算問題

として表される．

p(xt | y) =
∑
∼xt

p(y, x)

p(y)
(8)

=
∑
∼xt

p(y | x)p(x)

p(y)
(9)

∝
∑
∼xt

p(y | x)

m∏
i=1

1l

⎡
⎣ ∑

z∈J (i)

xz = 0

⎤
⎦ (10)

ここで，J (i) は m 行 n 列の検査行列の i 行めにおいて，1 が

立つ列番号の集合 {j | hi,j |= 0}，1l[·]は指示関数を表し，条件
を満たすとき 1を返し，それ以外のとき 0を返す．式 (8)，(9)

は条件付き確率の定義により得られる．また，式 (9) から (10)

への変形は p(x)の因子分解

p(x) =
1

|C|1l[Hx� = 0�] (11)

=
1

|C|
m∏

i=1

1l

⎡
⎣ ∑

z∈J (i)

xz = 0

⎤
⎦ (12)

を利用している．

ここで，fy(x) = p(y | x)
∏m

i=1 1l
[∑

z∈J (i) xz = 0
]
とお

く．加法的な誤りや消失誤りなどの無記憶な通信路を仮定すれ

ば，p(y | x) =
∏n

j=1 p(yj | xj)より，

fy(x) =

n∏
j=1

p(yj | xj)

m∏
i=1

1l

⎡
⎣ ∑

z∈J (i)

xz = 0

⎤
⎦ (13)

となる．このような少数変数の因子に因子分解できれば，2. 1

で述べたように，ファクターグラフ上の確率伝搬法により，事

後確率計算 (式 (10) の周辺化) を，少ない計算量で近似計算す

ることが可能である．

式 (6)の検査行列H1 を用いるとき，式 (13)に対応するファ
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図 5 式 (13) の因子分解を表すファクターグラフの例

クターグラフは図 5 となる．Sum-Product復号法では，変数・

チェックノード間でメッセージを反復的に交換，及び処理を行う

ことで効率的，かつ良好な復号特性を実現している．詳しくは，

文献（31），（32）を参照されたい．

次章で述べる同期誤り通信路では p(y | x) =
∏n

j=1 p(yj | xj)

が成立しない．つまり，式 (13)とは異なる因子分解，及び復号

アルゴリズムが必要となる．詳しくは，4.で解説する．

2. 4 疎行列に基づく符号の復号性能

LDPC符号と確率推論に基づく反復復号法の性能はタナーグ

ラフの構造に大きく依存する．一般に，対象とする通信路に対し

て性能のよい LDPC符号を設計する場合，はじめに，符号長を

無限大にしたときの漸近的な性能が理論限界に近づくような次

数分布 (変数・チェックノードの次数の分布) を探索する．これ

は，密度発展法 (Density Evolution)（33）や EXIT (EXtrinsic

Information Transfer)チャート（34）などの解析手法と最適化手

法の組合せによって行われる（35）．次に，最適化された次数分布

の条件を満たし，かつ良好な有限長の復号性能を与えるタナー

グラフ (検査行列) を構成する．一つの代表的な構成法として，

貪欲法に基づきタナーグラフ内の最小サイクル長をできる限り

大きくすることを目指す PEG (Progressive Edge-Growth)ア

ルゴリズム（36）がある．

一方，空間結合符号は LDPC符号とは異なり通信路に応じて

符号のパラメータを最適化せずとも，結合数 Lを大きくすれば

理論的な限界に近づくことが知られている．例えば，図 4 (a)か

ら分かるように，L を大きくすると空間結合符号の検査行列の

上下両端の行重み (チェックノード次数) は小さくなるが，これ

は符号の訂正能力が高いことを意味する．これにより，反復復

号法において，上下両端のチェックノードに属する左右両端の変

数ノードから正しい復号が行われ，更に，隣接するチェック・変

数ノードへ信頼度の高いメッセージが伝搬されていく．このよ

うな連鎖反応は空間結合効果と呼ばれ，空間結合符号の復号性

能の鍵を握っている．

3. 同期誤りの通信路モデル

同期誤りにも様々なタイプが存在し，通信路モデル化自体も研究

の対象とされている．ここでは，文献（23）で扱われている単純な

シンボル挿入・削除が発生する通信路のモデルを例に説明を進める．

以下，整数 i, j (i <= j)に対して，集合 {i, i+1, . . . , j}を [i : j]

表 1 送信系列 x，中間系列 w，及び受信系列 y の例

I，D，T はそれぞれ挿入，削除，伝送を表す．

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

xt 1 0 1 1 0 1 1 0

イベント T T I I T D T T
st 0 0 0 1 2 2 1 1 1
wt 1 0 11 10 0 ε 1 0

yt 1 0 1 1 1 0 0 1 0

と表記する．また，系列 v = (v1, v2, . . . , vk) と i, j ∈ [1 : k]

に対して，i <= j のとき，部分系列 (vi, vi+1, . . . , vj) を v[i:j]

と表し，j < iのとき v[i:j] = ε (空系列)とする．

今，長さ n の送信系列を x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ F
n
2 とし，

x を同期誤り通信路へ入力する．このとき，各時点 t ∈ [1 : n]

において，次の三つのイベントのうち一つが発生する．

（ 1） 確率 pi でランダムな 2ビットが伝送される

（ 2） 確率 pd で空系列 εが伝送される

（ 3） 確率 pt = 1 − pi − pd で xt が正しく伝送される

(1)は挿入誤り，(2)は削除誤りに対応する．つまり，入力 xt に

対応する出力をwtとおけば，wt ∈ W = {ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11}
となる．出力の系列は w = (w1, w2, . . . , wn) ∈ Wn と表す．

ここまで述べた xとwの関係をもつ通信路は，受信者が各時

点の同期誤りの発生有無を識別できるモデルである．しかしなが

ら，実際には，受信者は同期誤りの発生有無について情報を知り

得ず，出力wの連接 (空系列を除き並べた系列)を観測するのが

妥当である．そこで，受信者が観測できる長さ n′ =
∑n

i=1 |wi|
の系列を y = (y1, y2, . . . , yn′) ∈ F

n′
2 と表す．表 1 に，送信系

列 x，観測できない中間系列 w，及び受信系列 y の例を示す．

この例では，t = 3, 4で挿入誤りが発生し，t = 6で削除誤りが

発生している．

従来，xと y のような関係をもつ同期誤り通信路は，任意の

時点の送信・受信系列長のズレの大きさ (ドリフト)が，観測でき

ない状態によって決定される隠れマルコフ型の通信路として表現

されている（22），（23）．時点 tの通信路状態を st とすれば，状態

st は集合 [−Dmax : Dmax] を状態空間とするランダムウォー

クに従って変動し，時点 tにおける受信系列長 t′ は t′ = t + st

として与えられる．ここで，Dmax はドリフトの最大値を表す

(Dmax > 0)．前述の同期誤りのモデルに従えば，状態遷移，及

び遷移確率は図 6 (a)のように表される．

更に，挿入・削除によるドリフトの最大値を考慮し，状態

‘−Dmax’と ‘Dmax’を反射壁とすれば，状態遷移確率は次のよ

うにまとめられる．

p(st | st−1)

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

pi (st = st−1 + 1, |st−1| < Dmax)

pd (st = st−1 − 1, |st−1| < Dmax)

pid (st = st−1 + 1, st−1 = −Dmax)

pid (st = st−1 − 1, st−1 = +Dmax)

1 − pid (st = st−1)

0 (otherwise).

(14)
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図 6 隠れマルコフ型同期誤り通信路の状態遷移

ここで，pid は pi + pd を表す．また，シンボル出力確率は以下

のようになる．

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0.25 (st = st−1 + 1)

1 (st = st−1 − 1)

p(yt+st
| xt) (st = st−1)

0 (otherwise)

(15)

ただし，

p(yt+st
| xt) =

⎧⎨
⎩

1 (yt+st
= xt)

0 (otherwise)
(16)

である．表 1 に各時点の状態値 st の例を示し，対応する状態遷

移をトレリスダイアグラムとして図 6 (b)に示す．図中の黒線は

起こり得る全ての状態遷移を表し，赤線は実際に起こった遷移

を表している．もちろん，受信者には赤線の遷移は知り得ない．

マルコフ的な通信路に対して通信路容量を見い出すことは困

難な問題であり，同期誤り通信路の容量 C も未だ知られていな

い．詳しくは，サーベイ論文（37）を参照されたい．本稿では，

同期誤り通信路の達成可能な伝送レートの指標として，対称情

報レート CU とマルコフ通信路容量 CM を用いる．前者は一様

独立な入力とその出力の相互情報量，後者は有記憶な入力 (マル

コフ情報源) とその出力の相互情報量を，入力分布に関して最

大化したときの最大値として，それぞれ定義される．すなわち，

CU <= CM <= C の関係が成り立つ．

4. 確率推論に基づく同期・復号法

本章では，同期誤りに対する確率推論に基づく同期・復号法

を解説する．通信路は，前章で導入した隠れマルコフ型同期誤

り通信路を仮定する．基本的なアプローチは 2. と同様であり，

ビットごとの事後確率計算を効率的な周辺化計算へ帰着させる

ことである．

図 7 式 (23) に対応するファクターグラフの例 (非符

号化)

はじめに，符号化されていない系列を通信路の入力とする場

合について考える．今，無記憶な送信系列 x ∈ F
n
2 が同期誤り

通信路に送信され，出力として長さ n′ の受信系列 y ∈ F
n′
2 を

得たとする．このとき，受信系列 y のもとでビットごとの事後

確率 p(xt | y)は，次のように与えられる．

p(xt | y) =
∑
∼xt

∑
s

p(x, y, s)

p(y)
(17)

=
∑
∼xt

∑
s

p(y | x, s)p(s)p(x)

p(y)
(18)

∝
∑
∼xt

∑
s

p(y | x, s)p(s)p(x) (19)

sは通信路状態の系列 (s0, s1, . . . , sn) ∈ [−Dmax : Dmax]n+1

を表す．式 (17)，(18)は条件付き確率の定義，及び独立性によ

り得られる．

ここで，gy(x, s) = p(y | x, s)p(s)p(x) とおく．条件付き

確率の定義，通信路のマルコフ性，及び出力の独立性を利用すれ

ば，p(y | x, s)と p(s)はそれぞれ次のように因子分解できる．

p(y | x, s) =

n∏
t=1

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st) (20)

p(s) = p(s0)

n∏
t=1

p(st | st−1) (21)

式 (20)，(21)の右辺は同期誤り通信路のパラメータ (3.の状態

遷移確率とシンボル出力確率)として与えられる．更に，ここで

は無記憶な送信系列を仮定しているので，

p(x) =

n∏
t=1

p(xt) (22)

となる．以上より，gy(x, s)は次のようにまとめられる．

gy(x, s) = p(s0)

n∏
t=1

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)

× p(st | st−1)p(xt) (23)

式 (23) の因子分解に対応するファクターグラフを図 7 に示す．

図中で，関数ノード gt は p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)p(st |
st−1)に，関数ノード zt は p(xt)に，それぞれに対応する．

図 7 のような鎖状ファクターグラフ (以下，通信路グラフ

と呼ぶ) に対して，確率伝搬法の一つである FB (Forward-

Backward) アルゴリズム（注1） (BCJR (Bahl-Cocke-Jelinek-

Raviv) アルゴリズムとも知られる) を実行することで，効率

（注1）：FB アルゴリズムは，隠れマルコフモデルに対する事後確率計算手法として

様々な研究分野で広く用いられている．
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図 8 FB アルゴリズムの局所的なメッセージ伝搬

的に事後確率 p(xt | y) を評価することができる．図 7 から分

かるように，事後確率 p(xt | y) の計算 (式 (19) の周辺化) に

は，グラフの両端から変数ノード xt へ向けてメッセージを伝搬

する必要がある．FBアルゴリズムは，局所的なメッセージ伝搬

(forward 処理と backward 処理) を再帰的に行うことで効率的

にグラフ全体にわたるメッセージ処理を実現する．

図 8 に局所的なメッセージ伝搬の様子を示す．まず，forward

処理 (図 8 (a))では，変数ノード st−1 から関数ノード gt へ向

かうメッセージ α(st−1)，及び変数ノード xt から関数ノード

gt へ向かうメッセージ p(xt)を用いて，α(st)を更新する．

α(st) =
∑
xt

p(xt)
∑
st−1

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)

× p(st | st−1)α(st−1) (24)

α(st)は，時点 t = 1から nへ向け再帰的に更新される．なお，

時点 t = 0 のドリフト値は 0 であることから，forward 処理の

初期値は，

α(s0) =

⎧⎨
⎩

1 (s0 = 0)

0 (otherwise)
(25)

と与えられる．backward 処理 (図 8 (b)) では，時点 t = n か

ら 1へ向け β(st−1)を再帰的に更新する．

β(st−1) =
∑
xt

p(xt)
∑
st

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)

× p(st | st−1)β(st) (26)

時点 t = n のドリフト値は n′ − n と観測できることから，

backward処理の初期値は，以下のように与えられる．

β(sn) =

⎧⎨
⎩

1 (sn = n′ − n)

0 (otherwise)
(27)

最後に，関数ノード gtと ztから変数ノード xtへ向かうメッセー

ジを用いて，事後確率 p(xt | y)は次式で計算される (図 8 (c))．

p(xt | y) = p(xt)
∑
st−1

α(st−1)

×
∑
st

p(y[t+st−1:t+st] | xt, st−1, st)

× p(st | st−1)β(st) (28)

FBアルゴリズムは，送信系列の事前分布，及び観測値 (受信系

図 9 式 (23) に対応するファクターグラフの例 (符

号化)

列)を基に，図 6 (b)のトレリス上の全てのパス (挿入・削除誤

りによるドリフト)を考慮し事後確率を計算する動的計画法とも

見ることができる．

ここまで，符号化をしない場合について説明をしてきた．次

に，符号化された送信系列 x を入力とする場合における事後

確率 p(xt | y) の計算問題を考える．例えば，検査行列H に

よって定義される符号 C から一様ランダムに選択された符号語
x ∈ C を送信系列とするならば，式 (22) の因子分解を式 (12)

に置き換えたうえ，gy(x, s) を表すファクターグラフを構成す

ればよい．式 (6)の検査行列H1 を用いるならば，対応するファ

クターグラフ表現は図 9 のようになる．このグラフは通信路グ

ラフと検査行列の因子分解を表すタナーグラフとを，変数ノー

ド xt を介して接続した構造となっている．

図 9 のように連接したファクターグラフ上の確率推論に基づ

く復号法は，二つの大きなパート (同期パートと復号パート)か

ら構成される．同期パートでは通信路グラフ上で FB アルゴリ

ズムを実行し，変数ノード xt へ向かうメッセージを更新する．

次に，復号パートでは更新されたメッセージを用いて符号の条件

(例えば，パリティ検査行列との積の結果) を利用した推定 (つ

まり，Sum-Product復号法の 1回の反復)を行い，変数ノード

xt から関数ノード gt へ向かうメッセージを更新する．従来，2

種類の反復的なメッセージ更新戦略が用いられている．一つめ

は，MPD (Multi-Pass Decoding) と呼ばれる同期パートと復

号パートを交互に反復実行する復号戦略である．もう一方は，同

期パートを初回のみ実行し，その後は，復号パートを反復する

復号戦略であり，これは，SPD (Single-Pass Decoding) と呼

ばれる．MPDは復号計算量の観点で SPDに劣るが，同期誤り

の復号性能の観点では SPDを上回ることが知られている．

本章の最後に，FB アルゴリズムにより同期誤りが生じた系

列から，どの程度元の系列を正しく推定できるかを示す．図 10

に数値実験の結果を示す．縦軸はビット誤り率，横軸は挿入・削

除誤りの確率 pid = pi + pd を表す．なお，pi = pd とした．赤

線は一様独立な分布に従う送信系列 xを入力とする場合のビッ

ト誤り率を示し，青線は 10ビット間隔で必ず ‘0’が現れ，間の

10ビットは一様独立な分布に従う送信系列 xを入力とする場合

のビット誤り率を示している．図より，赤線のビット誤り率は

挿入・削除の発生確率にかかわらず，約 0.4 であることが分か

る．つまり，同期誤りが生じた系列 y から一様独立な分布に従

う系列 xは推定できないことを意味する．一方で，送受信者が

共有した情報が利用できる場合，僅かに同期誤りは回復されて

いる．10 ビット間隔に現れる ‘0’ は，挿入や削除の発生を捉え

る同期マーカーとして働き，FBアルゴリズム内では確かな事前
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図 10 一様独立な分布に従う入力と，10ビット間隔で

必ず ‘0’ が現れ，それ以外の位置は一様独立な

分布に従う入力のビット誤り率の比較 なお，

pi = pd，Dmax = 8 とした

値 (p(x11 = 0) = p(x22 = 0) = . . . = 1)が推定に役立つ．

ここで見たように，送信系列 xの構成が同期パートの性能を

左右する．更に，符号化された系列 xや SPD・MPDを利用す

る際は，用いる符号の構造が復号性能を決定する．次章では，疎

行列と確率推論に基づく既存の同期誤り訂正符号化法を幾つか

紹介する．

5. 疎行列に基づく同期誤り訂正符号化法

ここでは，同期文字列 (ウォーターマークやマーカー)とLDPC

符号の連接符号化法（20），（21），LDPC 符号や空間結合符号のみ

を用いる手法（22），（23），トレリス符号と LDPC符号の連接符号

化法（24）を紹介する．いずれの符号化法も，同期パートと復号

パートから構成される確率推論に基づく復号法を採用している．

もちろん，因子分解，及びファクターグラフが用いる符号によっ

て変わるため，推論アルゴリズムの細部は異なることに注意さ

れたい．

5. 1 同期文字列を用いた連接符号

図 11 に連接符号化法のシステムモデルを示す．内符号を同期

文字列とする符号化法では，送信・受信者間で同期文字列の情

報が共有される．同期パートでは，共有された情報が同期誤り

によって破損した位置情報の同定に役立てられる．

5. 1. 1 ウォーターマーク符号

ウォーターマーク符号と LDPC符号の連接符号化法（20）では，

送信系列 xは次のように作成される．

（ 1） kシンボルの q元情報u ∈ F
k
q を多元 LDPC符号化し，

nL シンボルの q 元符号語 d = (d1, d2, . . . , dnL) ∈ F
nL
q

を得る．ただし，q = 2p とする．

（ 2） 全ての i ∈ [1 : nL]に対し，

（ a） シンボル di を符号化率 p/nS である 2元中間符

号 CS の符号語 si ∈ CS へ割り当てる．

（ b） 中間符号語siにウォーターマーク系列wi ∈ F
nS
2

図 11 連接符号化法のブロック図

表 2 中間符号 CS の例 (p = 4, nS = 5) F24 上

のシンボルはベクトルとして表現している．

入力 (ベクトル表現) 中間符号語 入力 (ベクトル表現) 中間符号語

0000 00000 1000 10100
0001 00001 1001 11000
0010 00010 1010 01001
0011 00100 1011 01010
0100 01000 1100 01100
0101 10000 1101 00101
0110 10001 1110 00110
0111 10010 1111 00011

を足し合わせる (xi = si ⊕ wi とする)．

（ 3） xi を並べた系列 x = (x1, x2, . . . , xnL) ∈ F
nSnL
2 を

送信系列とする．

文献（20）では，中間符号 CS は疎な系列 (最もハミング重みが小

さい 2p 個の長さ nS ビットの 2元系列)から構成され，ウォー

ターマーク系列 wi は F
nS
2 からランダムに選択される．例え

ば，p = 4, nS = 5のとき，中間符号 CS は表 2 のように与えら

れる．系列wi を並べた系列 (w1, w2, . . . , wnL)はウォーター

マーク符号語と呼ばれる．

以下に符号化の例を示す．

例 1. nL = 3, p = 4, nS = 5 とし，多元 LDPC 符号語 d の

ベクトル表現が，

Vec(d) = (1011︸︷︷︸
d1

0110︸︷︷︸
d2

1000︸︷︷︸
d3

) (29)

と与えられたとする．表 2 を用いれば，多元 LDPC 符号語の

各シンボル di は中間符号語 si へ符号化され，

s1 = (01010), s2 = (10001), s3 = (10100),

となる．ここで，送信・受信者で共有するウォーターマーク系

列が

w1 = (11010), w2 = (00110), w3 = (01011),

と与えられたとする．このとき，送信系列 xは，

x = (10000︸ ︷︷ ︸
x1

10111︸ ︷︷ ︸
x2

11111︸ ︷︷ ︸
x3

)

となる．

表 2 より，中間符号語における ‘0’の出現確率は 11/16であ

る．また，ウォーターマーク系列wi が受信者に既知であること

から，送信系列 xの各ビット位置では ‘0’の出現確率は 11/16，

若しくは 5/16となる．この偏りは同期パートにおける位置回復

に有利に働き，一様独立な分布に従う系列を使用する場合と比

較し，高い精度の同期誤り推定を可能にする．
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関連する研究として，文献（38），（39）では同期パートの改良

や計算量の削減法が提案されており，文献（40）では異なる中間

符号 (例えば，ハミング符号)構成やウォーターマーク符号語選

択が検討されている．また，文献（41）では同期パートの GPU

(Graphics Processing Unit)実装法が提案されている．

5. 1. 2 マーカー符号

マーカー符号と LDPC符号の連接符号化法（21）では，ウォー

ターマーク符号とは異なり，等間隔に同期点が埋め込まれる．送

信系列 xは次のように作成される．

（ 1） k ビットの情報 u ∈ F
k
2 を LDPC 符号化し，nL ビッ

トの符号語 d ∈ F
nL
2 を得る．

（ 2） 符号語 d を �M ビットごとに等分割し，d = (d1, d2,

. . . , dnL/�M
)を得る．ここで，nL は �M で割り切れるも

のとする．

（ 3） 全ての i ∈ [1 : nL/�M] に対し，部分系列 di とラン

ダムに選択された同期マーカー mi ∈ CM を連接する

(xi = di ·mi)．ここで，CM⊂
={0, 1}nM であり，nM は

同期マーカーの長さを表す．同期マーカーmi を並べた

系列 (m1, m2, . . . , mnL/�M
) はマーカー符号語と呼ば

れる．

（ 4） xi を並べた系列 x = (x1, x2, . . . , xnL/�M
) ∈

F
nL(1+nM/�M)
2 を送信系列とする．

同期マーカーの集合 CM や挿入間隔 �M は，同期誤りの推定性

能を大きく左右する．例えば，CM = {001}と {001, 110}では，
後者の方が良好なエラーフロア性能を提供する（21）．また，同期

誤りの発生確率によって最適な CM や �M は異なることが示さ

れている（42）．

以下に符号化の例を示す．

例 2. nL = 12, �m = 4, nM = 2 とする．情報が符号化され，

次のように 4 ビットごとに分割された LDPC 符号語を得たと

する．

d = (1011︸︷︷︸
d1

0110︸︷︷︸
d2

1000︸︷︷︸
d3

)

ここで，同期マーカーの集合を CM = {01, 01}とし，送信・受
信者で共有する同期マーカーが，

m1 = (01), m2 = (01), m3 = (10),

と与えられたとする．このとき，送信系列 xは，

x = (101101︸ ︷︷ ︸
x1

011001︸ ︷︷ ︸
x2

100010︸ ︷︷ ︸
x3

)

となる．

マーカー符号を用いる場合，初回の同期パートでは LDPC符

号部のビット位置の事前値は一様独立の仮定がおかれ，マーカー

符号部の事前値は p(xt = 0) = 1 (若しくは，0)と与えられる．

4.で述べたように，このような確かな事前値が同期誤りの推定

に利活用される．

関連する研究として，文献（42）～（45）では復号性能を向上す

る同期パートや同期マーカーmi の選択・挿入方法が提案され

ている．また，文献（42），（46）では連接符号化法に適した非正

則・プロトグラフ LDPC符号が設計されている．

5. 2 非正則 LDPC符号，空間結合符号

前節で紹介した同期文字列を用いる連接符号化法が作り出さ

れた背景には，“LDPC符号のみでは同期誤りは訂正不可能”と

いう認識があったと筆者は考えている．実際，加法的な誤りに

対して理論限界に近づくような非正則 LDPC符号は，同期誤り

通信路に対して全く効果的ではない．本節では，近年発見され

た同期文字列を用いずに理論限界に近づく性能を実現する疎行

列に基づく符号を紹介する．

ここで注意したいのは，疎行列に基づく符号のみを用いる符号

化法はMPDとともに用いる場合に限り性能が発揮され，SPD

を前提とするシナリオでは，同期誤りをほとんど訂正できない

ということである．SPDを用いるシナリオでは，前節で説明し

た同期文字列を利用した連接符号化法が依然として有効である．

5. 2. 1 空間結合符号

同期誤り通信路に対する空間結合符号化法は，Gotoらにより

提案された（22）．Goto らは，有記憶通信路であるシンボル間干

渉通信路に対する密度発展法（47）をベースとした漸近性能解析手

法も提案し，空間結合符号と MPD の組合せが幅広い符号化率

の領域で対称情報レートに近づく性能を達成することを明らか

にした．また，数値解析の結果は，空間結合符号の結合方法に

ランダム性をもたせることが，そのような性能の実現に要求さ

れること示している．

2.で述べた空間結合効果が，ここでも重要な役割を果たして

いる．同期誤り通信路に対して疎行列に基づく符号のみを用い

る場合のファクターグラフは図 9 のように与えられる．空間結

合符号を用いる場合，反復の初期段階では，グラフ両端の復号

パートを起点に同期・復号パートで高信頼なメッセージが伝搬

され始める．それ以降は，反復とともにグラフ中央へ向け徐々

に復号の連鎖が進行する．

復号の連鎖反応を分かりやすくするために，数値実験により

得た結合ポジションごとのビット誤り率の推移を図 12 に示す．

符号には，変数ノード次数が 3，チェックノード次数が 6の正則

LDPC 符号を 50 個結合 (L = 50) した符号長 nL = 500,000

の空間結合符号を用いた．図より，反復回数が大きくなるに伴

い，中央へ向け徐々に正しい復号が連鎖することが分かる．も

し，符号語をランダムに置換 (インターリーブ)し通信路へ入力

するならば，連鎖反応は復号途中で途切れてしまい，正しい復

号は継続しない．つまり，ファクターグラフ全体を対象とした

空間結合効果が重要であるといえる．

5. 2. 2 非正則 LDPC符号

筆者らは，同期誤り通信路に対して，密度発展法と進化計算

に基づく最適化手法の組合せによる非正則 LDPC符号の次数分

布の探索手法を提案した（23）．この手法により，幅広い符号化率
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図 12 変数ノード次数が 3，チェックノード次数が

6 の正則 LDPC 符号を 50 個結合した，符号

長 nL = 500,000 の空間結合符号の結合ポジ

ションごとのビット誤り率の推移 挿入・削

除誤りの発生確率は pid = 0.09 に固定．なお，

pi = pd，Dmax = 8 とした．

領域で同期誤り通信路の対称情報レートに迫る次数分布が発見

された．

dv, dc を，それぞれ変数ノードとチェックノードの最大次数

とする．一般に，加法的な誤りが発生する通信路に対して理論

限界に近づく次数分布の特徴は，

• 変数ノード: 次数 2，3，及び dv と，幾つかの慎重に選

択されたその他の次数

• チェックノード: 幾つかの連続する次数 (例えば，dc，

dc−1)

であり，特に変数ノード次数分布の設計が重要であることが知

られている．

一方で，同期誤り通信路の対称情報レートに近づく次数分布

の特徴は以下のとおりである．

• 変数ノード: 次数 2，3，及び dv と，幾つかの慎重に選

択されたその他の次数

• チェックノード: 次数 2 と，幾つかの慎重に選択された

次数

特にチェックノード次数分布の形状が性能を大きく左右する（23）．

例えば，最小のチェックノード次数に制約を課し次数分布を設

計すると，これを大きくするにつれ漸近的な復号性能は低下す

る．つまり，低次数チェックノードの存在が高効率な同期誤り訂

正に不可欠であることを意味する．非正則 LDPC符号を用いる

場合，MPD の初回反復時には入力に関して一様独立な仮定を

おく．したがって，初回反復時には同期パートの推定は上手く

進まない．しかし，低次数チェックノードは，これを起点とし復

号パートで隣接する変数ノードに信頼度の高いメッセージをも

たらす．反復過程でこのようなメッセージは徐々にファクター

グラフ全体に伝搬され，高い同期誤り訂正へつながっていると

考えられる．文献（23）では，このようなメッセージ伝搬を促し

良好な有限長の復号性能を実現するタナーグラフの構成手法も

提案されている．

同期誤りに加え，加法的な誤りが発生する通信路に対して効

果的な非正則 LDPC 符号は文献（48）で示されている．加法的

図 13 トレリス符号の符号トレリスとトレリスダイア

グラムの例

な誤りの条件 (雑音の分散やビット反転確率など)を固定し次数

分布を設計すれば，対称情報レートに接近する復号性能が得ら

れている．しかしながら，設計対象とした加法的な誤りの条件

から離れるにつれて，非正則 LDPC符号の性能は劣化する．一

方，空間結合符号（22）は符号パラメータを最適化せずとも万能に

対称情報レートに近づく性能を実現する．

5. 3 トレリス・LDPC連接符号

本章の最後に，筆者らが提案したトレリス符号と非正則 LDPC

符号の連接符号化法（24）を紹介する．この手法は，「同期誤り通

信路に対して適切な有記憶な入力 (マルコフ情報源) は入出力

間の相互情報量を無記憶な入力よりも大きくできる」（49），（50），

という情報理論的な成果に着目し，これを符号化法へ応用して

いる．

図 11 から分かるように，符号化は LDPC符号化とトレリス

符号化の 2段階からなる．送信者は以下のように送信系列 xを

作成する．

（ 1） k ビットの情報 u ∈ F
k
2 を LDPC 符号化し，nL ビッ

トの符号語 d ∈ F
nL
2 を得る．

（ 2） 符号語 d は，符号化率 1/nT のトレリス符号により

符号化され，nLnT ビットの送信系列 (トレリス符号語)

x ∈ F
nLnT
2 を得る．

トレリス符号では，トレリス上の各枝に入力・出力ラベルが割

り当てられており，トレリスダイアグラムの始点から終点に至

るパスが符号語に相当する．図 13 (a)に 2状態のトレリス符号

の例を示す．各枝は 1ビットの入力ラベルと，2ビットの出力ラ

ベルをもつ．

以下に連接符号化の例を示す．

例 3. nL = 4, nT = 2，LDPC 符号語 d = (1011) とする．

図 13 (a)のトレリス符号を用いるとする．このとき，LDPC符

号語 dは図 13 (b)のようにトレリス符号化され送信系列

x = (11 11 11 00)

を得る．この例では，符号トレリス上の時点 t = 0の状態 ‘0’か

ら時点 t = 4の状態 ‘1’に至るパスが送信系列 xとなっている．

受信者は出力 y を観測し MPD により元の情報を推定する．

復号パートは通常のタナーグラフ上の確率伝搬法と同様である．

一方，送信系列 xはトレリス符号化されているため，同期パー

トは前章で説明したものとは異なり，符号トレリスと通信路ト
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図 14 レーストラックメモリの模式図

レリスの直積により構成されるトレリス上の FB アルゴリズム

として与えられる．

トレリス・LDPC連接符号化法の復号性能を決める要素は，ト

レリス符号 (符号トレリス)の構造，及び非正則 LDPC符号の次

数分布である．文献（24）では，はじめに，対象とする同期誤りの

発生確率において，マルコフ通信路容量 CM を与えるマルコフ

情報源の定常確率，及び状態遷移確率を一般化Arimoto-Blahut

アルゴリズム（51）により数値的に求めている．その後，得られ

たマルコフ情報源を模倣するように符号トレリスの枝ラベル付

け，及び枝接続を行っている．例えば，文献（24）で示されてい

る 6 状態で nT = 3, 4 のトレリス符号は，繰り返し符号のよう

に連続した記号 (例えば，“000”や “111”)が送信系列中に高頻

度に現れる構造を有している．このようなトレリス符号が得ら

れたもとで，トレリス符号化から同期誤り通信路を一種の連接

した通信路とみなし，この通信路に対して非正則 LDPC符号の

次数分布を設計している．得られた連接符号と MPD の組合せ

は，低い符号化率の領域で同期誤り通信路の対称情報レート CU

を超え，マルコフ通信路容量 CM に近づく性能を実現する．

5. 4 応 用

ここまで扱ってきた同期誤り通信路は，情報理論や符号理論

の研究対象としての意味合いが強い．一方で，対象を絞り (例え

ば，DNAストレージや RM)，その物理的な特性を考慮した同

期誤り通信路のモデル化や符号化法も研究されている．例えば，

DNA ストレージに対する研究では，同期誤りにより破損した

複数の系列から元の情報を復号する問題を扱っている（52），（53）．

文献（52）ではマーカー・LDPC 連接符号，文献（53）では多元

LDPC符号を利用している．また，文献（29），（54），（55）では

RM で生じる同期誤りに焦点を当てている．これは次章で紹介

する．ほかにも，ビットパターンドメディア（56），（57）や差分パ

ルス符号変調（58）で生じる同期誤りに対する符号化法も検討され

ている．

6. RMで生じる同期誤りに対する符号化法

RM（59）は高密度と低遅延を兼ね備えた不揮発性メモリであ

り，次世代のストレージクラスメモリとして期待されている．

図 14 に RMの模式図を示す．RMにはドメインと呼ばれる領

域と，データを読み書きするポートが存在する．データは磁化

方向としてドメインへ保存されており，ドメイン境界面を一方

向へ移動 (以下，シフト操作と呼ぶ)することで記録データへア

クセスできる．RM ではシフト操作時に同期誤りが発生し，こ

れが信頼性を低下させる要因となっている．

図 15 RM で生じる同期誤り (挿入・削除誤り) の例

ポート数 arp = 2．

本章では，はじめに，シフト操作時に生じる特殊な同期誤り

を紹介する．その後，筆者らが提案した通信路モデル，及び符

号化法を概説する．

6. 1 RMで生じる同期誤り

通常のシフト操作では 1 ビット分のデータを移動し，全ての

ポートで同時にかつ逐次的に記録データは読み込まれる．正し

いシフト操作が行われないとき，これは同期誤りにつながる．ま

ず，オーバーシフトと呼ばれるシフト操作では，1ビット分以上

のデータ移動により読み込み対象とするデータが読み飛ばされ，

結果的に削除誤りとなる．一方，アンダーシフトと呼ばれるシ

フト操作では，1ビット分未満のデータ移動により同じデータが

複数回読み込まれてしまうため，挿入誤りが発生する．読み込

み前のビット列を送信系列，読み込み後の系列を受信系列とお

けば，ポートが二つの場合，RM で生じる同期誤りは図 15 の

ように表される．ここで注目したいのは，あるタイミングにお

いてポート数分だけ同時に複数の挿入誤り，若しくは削除誤り

が発生するということである．見方を変えれば，複数の同期誤

りが発生タイミングに関して相関を有するといえる．

以下，行列Aと正の整数 tに対し，行列Aの t列めの列ベク

トルを atと表す．また，A = (a1, a2, . . . , ak)と i, j ∈ [1 : k]

に対して，i <= j のとき，(ai, ai+1, . . . , aj)をA[i:j] と表し，

j < iのときA[i:j] = εとする．εは (ε, ε, . . . , ε)� を表す．

6. 2 通信路モデル

ここでは，RM のシフト操作時にランダムに生じる同期

誤りの通信路モデル（29）を説明する．今，二次元の配列を

Ẍ = [ẍi,j ] ∈ F
arp×n
2 とし，Ẍ を通信路の入力とする．こ

こで，arp は RM 上のポート数，n は各ポートが読み込むビッ

ト列の長さに対応する．つまり，二次元配列 Ẍ の行方向は各

ポートが読み込む系列，列方向は各時点で読み込まれる系列に

対応している．このとき，各時点 t ∈ [1 : n] において，次の三

つのイベントのうち一つが発生する．

（ 1） 確率 pi で ẍt が二度伝送される

（ 2） 確率 pd で空系列の配列 εが伝送される

（ 3） 確率 pt = 1 − pi − pd で ẍt が正しく伝送される

(1)はアンダーシフトにより同じ内容が二度読み込まれる挿入誤

り，(2)はオーバーシフトによる削除誤りに，それぞれ対応して

いる．

通信路を介し受信者が観測できるのは，出力から空系列
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表 3 二次元配列 Ẍ，及び Ÿ の例 ポート数

arp = 2．I，D，Tはそれぞれ挿入，削除，

伝送を表す．

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ẍt = (ẍ1,t, ẍ2,t)
� 1 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1

イベント T T I I T D T T
st 0 0 0 1 2 2 1 1 1

ÿt = (ÿ1,t, ÿ2,t)
� 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 1

の配列 ε を除き並べたものである．これを，二次元の配列

Ÿ = [ÿi,j ] ∈ F
arp×n′

2 と表す．ここで，n′ は各ポートが読み込

んだ系列の長さに対応する．表 3 に Ẍ と Ÿ の例を示す．

このような，Ẍ と Ÿ の関係をもつ通信路は 3.で説明した隠

れマルコフ型の通信路モデルに若干の修正を加えることで表現

できる．より具体的には，通信路状態の定義，状態空間，及び

状態遷移確率は 2.のモデルと全く同様である．異なるのはシン

ボル出力確率のみであり，以下のように与えられる．

p(Ÿ[t+st−1:t+st] | st, st−1, ẍt)

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

arp∏
i=1

1∏
j=0

p(ÿi,t+st−j |ẍi,t) (st = st−1 + 1)

1 (st = st−1 − 1)
arp∏
i=1

p(ÿi,t+st
|ẍi,t) (st = st−1)

0 (otherwise)

(30)

ただし，

p(ÿi,t1 |ẍi,t2) =

⎧⎨
⎩

1 (ÿi,t1 = ẍi,t2)

0 (otherwise)
(31)

である．式 (31) を変更すれば，加法的な誤り (ビット反転や白

色ガウス雑音)も同時に扱うことができる．

文献（29）では，RM上の同期誤りを表す隠れマルコフ型の通

信路モデルに対して，一様独立な入力 Ẍ と対応する出力 Ÿ の

相互情報量 (すなわち，対称情報レート)を計算し，与えられた

同期誤りの発生確率のもとでポート数と対称情報レートの関係

を示している (図 16)．図より，RM上のポート数が増えるにつ

れて，同じ同期誤りの発生確率のもとで達成可能な伝送レート

は大きくなることが分かる．

6. 3 符号化・復号法

本節では，空間結合符号と確率推論に基づく符号化法を説明

する．2.や 4.と同じように事後確率 p(ẍi,j | Ÿ )の計算を周辺

化問題 p(ẍi,j | Ÿ ) ∝∑∼ẍi,j

∑
s p(Ẍ, Ÿ , s)として捉え，右

辺を少数変数からなる因子に因子分解し，ファクターグラフ上の

確率伝搬法を考えればよい．因子分解の詳細は省略するが，RM

で生じる同期誤りを表す隠れマルコフ型通信路も 3.と同じよう

な鎖状ファクターグラフ (通信路グラフ)として表現される．疎

図 16 各ポート数 arp ∈ {1, 2, 4, 8} に対する対称情
報レート なお，pi = pd，Dmax = 8 と

した．

図 17 RM で生じる同期誤りの通信路グラフとタナー

グラフを連接したファクターグラフ

行列に基づく符号を用いる場合，通信路グラフとタナーグラフ

の連接ファクターグラフは図 17 のように与えられる．通信路

の関数ノードからは arp 本の枝がタナーグラフの変数ノードへ

向け伸びている．これらの枝の接続先は二次元配列 Ẍ 上のビッ

ト位置と符号語上のビット位置の関係によって決まる．つまり，

π を [1 : nL]から [1 : arp]× [1 : n]への 1対 1上への写像とす

れば，接続関係は π により定まる．ただし，n = nL/arp とし

割り切れるものとする．

文献（29）では，通信路の入力 Ẍ に空間結合符号の符号語

x ∈ C を対応させ，3. で述べたような通信路グラフ上の同期

パート (FB アルゴリズム) と，タナーグラフ上の復号パートか

ら構成される MPD を提案している．ファクターグラフの構造

から分かるように，MPD による復号法では，ある時点の同期

誤りには arp ビット分の符号語が関与し，同期パートでは arp

ビット分の情報 (復号パートの推定結果)を利用することができ

る．すなわち，ポート数が増えるにつれ高い精度の同期誤り推

定が期待できる．

上記符号化法の復号性能は，以下の 3要素によって決まる．
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図 18 各ポート数 arp ∈ {1, 2, 4} に対する，変数
ノード次数が 3，チェックノード次数が 6 の

正則 LDPC 符号を 50 個結合した，符号長

nL = 500,000 の空間結合符号のビット誤り

率 なお，最大反復回数は 500回，pi = pd，

Dmax = 8とした．矢印付きの実線は各ポート

数に対する対称情報レートを示す．

（ 1） RM上のポート数 arp

（ 2） 疎行列に基づく符号H

（ 3） ビット位置関係を表す写像 π

特に，符号として空間結合符号を用いるのであれば，2.や 5.で

述べたように，空間結合効果を利活用する (復号の連鎖を途切れ

させない) ようなビット位置関係を与える π が重要となる．筆

者らは，空間結合符号のタナーグラフ左端の変数ノード (低次数

チェックノードに接続する変数ノード)から順々に通信路の関数

ノードへ接続する位置関係を提案した．つまり，符号語の先頭

から逐次的に二次元配列 Ẍ 上の列方向に対応させればよい．こ

のような接続関係 (対応関係)により，反復過程においてファク

ターグラフ全体で左右両端から高信頼なメッセージの伝搬が期

待され，空間結合効果により高い復号性能がもたらされる．

6. 4 性 能 評 価

RMで生じる同期誤りに対する空間結合符号とMPDの組合

せによる復号性能を数値実験により確認した．その結果を図 18

に示す．設定条件として，ポート数は arp ∈ {1, 2, 4}とし，ビッ
ト位置関係はランダムなビット位置関係 (π1 と表す) と，前項

で説明した空間結合効果を考慮したビット位置関係 (π2 と表す)

を用いた．符号は，変数ノード次数が 3，チェックノード次数が

6 の正則 LDPC 符号を 50 個結合した符号長 nL = 500,000 の

空間結合符号とした．また，同期・復号パートからなる MPD

の最大反復回数は 500 回とした．比較のために，各ポート数に

対する対称情報レートも示した．

図 18 より，ポート数が大きくなるにつれて，より高い復号性

能が得られていることが分かる．空間結合効果を考慮するビッ

ト位置関係はランダムなビット位置関係と比較し，ポート数を

増やすことによる利得が大きく，有限長でも対称情報レートに

近づく復号性能を得ている．

6. 5 関連する研究

文献（54）では，プロトグラフに基づく LDPC符号化法が提案

されている．プロトグラフに基づく LDPC符号は，比較的小さ

なタナーグラフの拡大表現により定義される．拡大前のタナー

グラフとビット位置関係を適切に設計し，与えられたポート数の

集合に対していかなるポート数が選択されたとしても，万能に

対称情報レートに近づく復号性能を実現している．文献（55）で

は，SPDを採用するシナリオに対してマーカー・非正則 LDPC

符号の連接符号化を提案している．二次元配列 Ẍ 内に二次元

に同期点を埋め込み，更に，非正則 LDPC 符号の次数分布を

設計することで，高い SPD の復号性能を得ている．ほかにも，

文献（60）では，各時点の入力 ẍt を一つの F2aap 上の符号語シ

ンボルとみなす多元 LDPC符号化法，シンボル単位の同期パー

ト，及び符号設計法が提案されている．

7. お わ り に

本稿では，疎行列に基づく符号，及び確率推論に基づく復号

問題の定式化からはじめ，ランダムな同期誤り通信路モデル，

同期誤り通信路に対する復号問題の定式化，及び確率伝搬法に

よる復号アルゴリズムについて解説した．また，同期誤り訂正

符号化法として，同期文字列 (ウォーターマークやマーカー)と

LDPC符号を用いた連接符号化法，非正則 LDPC・空間結合符

号化法，トレリス符号と LDPC 符号の連接符号化法を紹介し

た．最後に，RM で生じる特殊な同期誤りを扱い，その通信路

モデル，及び空間結合符号化法を解説した．

謝辞 本稿を執筆する機会を与えて下さった本会情報理論研

究専門委員会の皆様，編集を担当された埼玉大学の松田先生に

感謝申し上げます．また，本稿の執筆において，多くの示唆に

富む有益なコメントをして下さった匿名の閲読者の方々，東京

理科大学の八嶋先生，早稲田大学の細谷先生にこの場を借りて

お礼申し上げます．
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解 説 論 文

スーパーコンピュータ「富岳」の
品質保証技術
Technologies to Promise the Quality of Supercomputer Fugaku

吉川隆英 Takahide YOSHIKAWA，松井宣幸 Nobuyuki MATSUI

丸山大輔 Daisuke MARUYAMA， 福永尚美 Naomi FUKUNAGA

大嶋 修 Osamu OOSHIMA， 梅松三三雄 Misao UEMATSU

アブストラクト スーパーコンピュータ「富岳」は 2020年 6月に計算性能を競う TOP500で世界最高性能を達成した．
この記録は，論理・半導体回路及び試作機・量産製造の全ての面において様々な施策，例えば高速に浮動小数点演算
を実行するための複雑な論理，その性能を最大限に引き出す高密度集積回路，そしてラック内にできる限り多くの
CPUを搭載するための電気と冷却水のコネクタを一体化させた高密度ラック実装部品などによって支えられている．
本論文では，これら施策を確実にするために「富岳」の開発において実際に活用された品質保証技術として，①大規
模複雑な論理を小規模な検証環境においても短時間で確認する論理検証技術，②テスト回路部分の面積を削減しても
必要な半導体故障診断を行う半導体テスト技術，③｢富岳」の高密度実装を達成するために新規に開発された実装部
品の設計品質を確認する試作機試験技術の紹介を行う．

キーワード 品質保証，論理検証，半導体テスト，試作機試験
Abstract Fugaku became the world’s fastest supercomputer in the TOP500 competition in June 2020. This high-performance

record is supported by various state-of-the-art technologies in all development phases, from logic and physical designs to
prototype and mass production. For example, in the logic design phase, numbers of complex logics are created to succeed in

high-speed floating-point operations ; in the semiconductor implementation phase, high-density customized circuits are used to
maximize the performance ; and in the manufacturing phase, new integrated electrical and cooling water supply connectors are

developed to install as many CPUs as possible in the rack. To confirm the quality of these technologies, we also applied various

verification, test, and validation technologies. In this paper, we introduce the following technologies applied in the Fugaku

project :（1）logic verification technology, which enables us to verify large-scale complex logic in a small-scale verification
environment within a short time period,（2）semiconductor test technology used to perform necessary and sufficient fault
diagnosis coverage while reducing the area of the test circuit as much as possible, and（3）prototype testing technology used to
validate the functions of newly developed high-density components.

Key words Quality assurance, Logic verification, Semiconductor inspection test, Prototype validation

1. はじめに

富士通が開発した CPU A64FX (1)（図 1）を搭載したスー
パーコンピュータ「富岳」は文部科学省によるフラグシップ
2020プロジェクトの中で，理化学研究所と富士通(株)の共
同で開発されたシステムである．本システムは，2020年 6

月，11 月及び 2021 年 6 月に密行列計算性能を競う
TOP500 (2)，疎行列計算性能を競う HPCG，グラフ探索性能
を競う Graph500，混合精度演算性能を競う HPL-AIという
世界スパコン性能ランキング 4分野で世界第 1位の性能を達
成した．
スーパーコンピュータは日本の富岳以外にも米国において

Summit，中国において Sunway TaihuLightなどが開発され
ており，世界各国がその開発競争を続けている．これらは各
国の計算機技術の粋を集めて開発しているため，非常に複雑
で大規模なシステムとなっている．例えば「富岳」の規模を
表 1に示す．
システムの開発工程は①論理設計，②論理実装，③半導体

製造，④試作機製造，⑤量産製造と続く．①の論理設計は，
仕様書を入力として CPU の中の論理モジュール（例えば
L1キャッシュや演算器など）の論理的な動きを規定し，そ
れをハードウェア記述言語（HDL）に書き下す．②の論理
実装は設計論理（HDL）を入力として，そこに記述された
論理的な動きを実現するように様々なメモリや NAND や
NORなどのトランジスタの集合（論理セル）や加算器など
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のマクロセルの組み合わせなどの論理回路に落とし込み，更
にそれをシリコンウェハ上にどう配置するかも決定する（図
2）．
回路の配置情報は，GDSII（Graphic Data System 2）形式
で保存される．この実装工程はソフトウェア設計にはない工
程で，回路の物理的な制約（配線間隔などの半導体製造上の
ルール（デザインルール）や動作周波数，電力など）が満た
されているかどうか，実装を行った後でシミュレーションに
よる評価が行われる．そして，シミュレーションの結果動作
周波数や電力などが目標値を達成できなかった場合には，論
理設計の見直しを行う．
続く③の半導体製造は GDSデータに基づいて，シリコン
ウェハの上に論理実装工程で作成されたセルの配置と配線に
対応した回路を焼き付けて製造する．そして④の試作機製造
では実機でのシステム動作試験やソフトウェア開発のために
数百個程度の CPUを試作し，これをメモリや周辺機器が搭
載されたシステムの中に組み込む．最後の⑤では実際に 16

万個の CPUを製造し，最終システムの中に組み込む．
これら設計・実装・製造・量産に対して，その品質を保証

する検証・試験工程には①論理検証，②半導体テスト，③試
作機試験，④量産試験が対応する（図 3）．論理検証工程に
は，論理設計者自身が担当したサブモジュール（キャッシュ
の中のデータ管理部分や演算器の中の積和演算器など）の動
作確認を行う単体検証，隣接モジュールを接続しての結合検
証，そして CPU全体を組み上げてのシステム検証の三つの
フェーズがある．それぞれのフェーズでは CPU設計論理の
HDL記述を入力として，実際にシステム内に組み込まれた
ときに設計論理が仕様どおりの動作をすることの確認を行
う．
次の半導体テスト工程は，CPUを製造した際，その中の

回路が壊れていないか，仕様どおりに動作するかのテストを
行う．この工程は内部では三つに分かれている．最初に
CPU論理実装工程で GDS実装データに，論理回路に付加
する形でテスト用の回路の埋め込みを行う．次いで，CPU

内の各種論理回路が正しく製造されていることを確認するた
めのテストパターン（第 3章で説明）を生成する．そして，
テスト回路とテストパターンは半導体製造工場に渡され，半
導体製造工程の中で CPUダイが完成した後にテスタを介し
てテストパターンがダイ上の回路に流し込まれ，製造不良の
検出が行われる．
試作機試験工程は「富岳」の CPUをボード，ラックに組

み込んで，全ての部品が一つのシステムとして連携して仕様
どおりに動作することの確認を行う．最後の量産試験工程は
故障品が最終システムに組み込まれないように，出荷前にシ
ステムの動作確認を実施する．
富岳ではその高い性能目標と様々な機能・運用要件を満た

すために，①論理，②半導体回路，③試作機・量産製造の各
フェーズで様々な技術が駆使されている．例えば①論理設計
においては高速な浮動小数点演算やノード間通信能力強化の
実現のために大規模複雑な論理が記述されている．②論理実
装においてはできる限り高密度に演算回路やキャッシュ領域
などを配置するために，テスト回路を最小限に絞った面積の
小さい記憶回路が活用されている．そして③試作機・量産製
造においては運用・保守性を考慮しつつも 1台のラックにで
きる限り多くの CPUを搭載できるように，新規に電気・冷
却水の一括嵌合システムが開発されている．
これらの新機能が実際のシステムに組み込まれた際に仕様

どおりに動作するかの論理設計品質と，半導体や部品が期待
どおりに製造されているかの実装・製造品質を製品量産より
も前に確認するために，品質保証に対しても様々な技術が活
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図 1 A64FXのダイ

図 2 CPUの論理設計・実装

図 3 システム開発工程と検証工程の対応

表 1 「富岳」のシステム規模

CPU内のトランジスタ数 87億個
CPU内のコア数 52個
CPU数 158,976個
ラック数 432ラック
システム全体のメモリ量 4.8PB

ローカルストレージ 15PB

グローバルストレージ 150PB



用されている．本稿では第 2章において，大規模で複雑なシ
ステムの論理を小規模な検証環境において検証する論理検証
技術を，第 3章において，テスト回路をできる限り絞り込ん
だ記憶回路においても十分な半導体故障診断を実現するため
の，専用テストパターン生成と専用スキャン・チェーン回路
技術を，そして第 4章において「富岳」向けに新規に開発さ
れた高密度実装部品である電気・水・インタコネクト一括嵌
合システムの試作機試験技術の紹介を行う．

2.「富岳」の論理検証

システム動作の検証を行うためには，製造後の CPUの上
で様々なソフトウェアを実行し，その結果を確認するのが最
も単純である．しかし，CPUを製造したあとで検証を行っ
て，CPU設計論理のバグが見つかってしまうと作り直しに
は多大な費用と長い時間を要してしまう．そこで，これを避
けるために，CPU論理設計が終わった段階で，製造前にそ
の設計論理が期待どおりに動作するかを論理シミュレーショ
ンによって確認を行う（図 4，5）．

2.1 一般的な論理検証

論理検証工程は単体検証，結合検証，システム検証の三つ
の工程からなる．単体検証と結合検証は CPU設計論理の一
部を取り出してきてのシミュレーションとなるため，それぞ
れの一部モジュールの入力信号を検証対象論理に与え，その
結果得られる出力信号の値を確認することで動作確認を行う
（図 4)(3)～(5)．他方，システム検証では CPU全体の設計論理
を組み合わせ，更にメモリや IO，ネットワークなどの外部
回路を繋げてのシステムレベルのシミュレーションを実施す
る．この場合，CPUの信号ピン（例えば A64FXの場合 594

本）全ての入力信号を使っても，CPU内部のキャッシュや
演算器の動作を検証することは非常に難しい．そのため，シ
ミュレータ上で動作する CPU設計論理の上で様々なソフト
ウェア（テストプログラム）を走行させ，その走行結果を期
待値と比較することによって，動作検証を行う（図
5)(6)～(8)．

2.2 「富岳」論理検証の課題

システム検証において CPUの上でソフトウェアを走行さ
せるためには設計論理及びその周辺部品（メモリ，IO）ま
で含めての全ての動作のシミュレーションを行う必要がある
が，「富岳」CPUのトランジスタ数は約 87億個もある．こ
の設計論理の動作をワークステーション上でシミュレーショ
ンすると 10 Hz以下の動作速度しか出ない．
このシミュレーションを加速するために「富岳」の開発で
はシミュレーション・アクセラレータ Palladium® Z1 Enter-

prise Emulation Platform（図 6）を使用している．このアク
セラレータの上では CPU設計論理は実機の数万分の一～数

千分の一となる 100 kHz～1 MHz程度の速度で動作する．こ
れは OSが 1～2日程度で起動する速度となる．
シミュレーション・アクセラレータは高速であるが，取り

扱える論理量が物理的に限られているため，「富岳」システ
ム全体 16万ノードの設計論理全体を載せることはできず，
たかだか 3ノード程度までしか載らない．
すなわち，システム検証環境は実機の数万分の一の速度

で，かつ，実機の数万分の一のシステム規模となる．この検
証環境においても，実機で長時間かかって発生する事象や，
数万ノードの大規模構成でなければ出現しない事象における
システムの振る舞いを確認するためには，システムを時間
的，空間的に「縮小」するモデル(9), (10)が必要となる．

2.3 ｢富岳」論理検証の施策：時間的空間的
「縮小」

「富岳」の論理検証においてはこの「縮小」をハードウェ
アとソフトウェアの縮小動作モデルによって実現する．ハー
ドウェア縮小モデルはシミュレーション時に検証専用論理と
して CPU 設計論理に付加され，ソフトウェア縮小モデル
は，CPUの上で動作するテストプログラムの一部として検
証環境に組み込まれる．そして，16万ノードのシステム上
でなければ実現できない高負荷状態などを 1～3ノードの検
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図 5 システムシミュレーションによる検証

図 4 論理シミュレーションによる検証

図 6 シミュレーション・アクセラレータ Palladium Z1 写真
提供：日本ケイデンス・デザイン・システムズ社．



証環境上で達成させる．

2.3.1 施策①：「富岳」のハードウェア縮小動作モデル
ハードウェア縮小動作モデルには空間モデルと時間モデ
ル(11)とがある．
空間モデルは CPUの周辺環境（メモリやネットワーク，

ストレージなど）の動作のモデルである．CPUの論理的な
動作の検証を実施するためには CPUに接続されるメモリ，
ストレージ，ネットワークなどのパーツが必要となる．しか
し，これら全てのパーツの実物相当の論理を取り込むと検証
環境が大きくなりすぎて，シミュレーション・アクセラレー
タに載らなくなる．そこで，必要最低限の動作を再現する空
間的なハードウェア縮小動作モデルによって置き換える．
時間モデルは，小規模な検証環境上でも実機で，稀にしか
発生しない事象の発生頻度を上げるためのモデルである．稀
にしか発生しない事象とは，例えば論理設計者が想定してい
なかったタイミングの組み合わせで様々なイベント（例えば
受信エラー，受信タイムアウト，バッファフルなど）が発生
することで，設計論理バグの顕在化につながることが多い．
このようなタイミングの組み合わせは，実機上で数分間から
数か月間に一度しか発生しない事象で，それらを数万分の一
の速度で動くシミュレーション上で再現することは極めて難
しい．そこで，様々なイベントの発生タイミングを高密度で
発生させるために，イベントが滞留する過負荷からイベント
が最短時間で発生する低負荷までの負荷変動・揺らぎを通常
運用時よりも高い頻度で発生させるハードウェア時間モデル
という縮小動作モデルを導入する．
以下ではそれぞれのモデルの詳細を説明する．

2.3.1.1 CPU外部環境の動作を再現する空間モデル
CPU の外部につながるパーツ（メモリ，ストレージ，
ネットワークなど）の機能を再現する空間モデルに求められ
る要件は以下の二つとなる．
（A） CPUからの要求に対して仕様どおりに応答する
（B） 応答性能（遅延時間）は実機と合わせる
これらを満たした上で，シミュレーション・アクセラレー
タの容量消費が最小限となるようにモデルの開発を行う．
（A）応答機能については，メモリやストレージのプロト
コル仕様に合わせてモデル実装を行う．なお，メモリとスト
レージはアクセラレータの記憶容量の制約から実機相当のサ
イズを確保できないため，1 GB以下に抑える．しかし実機
では 32 GBの容量があるため，アドレスたたみ込み機能を
追加することで，ソフトからの見掛け容量は 32 GBを確保
している．このメモリアドレスのたたみ込み機能については
2.3.2節において説明を行う．
（B）応答性能については，パーツベンダより提供される
スペックシートから遅延時間や並列処理数などの数値を抽出
し，その値に合わせた空間モデルを実装する．
空間モデルは CPU設計論理検証に必要な論理のみを組み
込むため，アクセラレータ上での容量消費量が実物相当の論

理よりも大幅に小さくなる．

2.3.1.2 負荷の揺らぎを再現する時間モデル
システムの負荷揺らぎは CPUの外部と内部双方で発生し

うる．そこで，それぞれに対して負荷生成を行う時間モデル
を構築する．
① 負荷の揺らぎを再現する負荷生成モデル（CPU外部）
CPU外部の負荷としては，例えばネットワークの通信負

荷がある．そして負荷の揺らぎを高頻度で発生させるために
は，まず高負荷状態を発生させなければならない．実システ
ムでは一つのノードに多数のノードが接続されているが，例
えば検証環境ではシミュレーション・アクセラレータの容量
制約によって送信側と受信側の二つのノードが 1対 1で接続
されている場合，どちらか一方に性能ボトルネックがある
と，性能の低い側に制約される．
例えば送信側にボトルネックがあって受信側の 95%の性
能でしか動作しない場合，受信側は最大性能の 95%でしか
動作できない（図 7）．
どのような状況下でも受信側が常に 95%以下の負荷であ

れば，受信側の負荷 100%の状況を再現する必要はない．し
かし，大規模システム上では多数のノードからの負荷が集中
したり，確率的に負荷に揺らぎが発生したりすることで，受
信側の負荷が 100%に到達することがある．
この高負荷状態を小さいモデルで再現するため，
･負荷変動の生成：しばらく負荷をせき止めてから一気に
解放し，下流に最大負荷を発生させる．
･ダミー負荷の生成：壊れたパケットなどは受信側ノード
で破棄される．このような最終的に破棄されるパケット
を多数発生させて通信経路を高負荷にする．

という，二つの機能をもつ負荷生成モデルを作成する．ネッ
トワーク通信部分は送受信のタイミングが数マイクロ秒遅延
してもタイムアウトせずに動作を継続できる．そのため，負
荷生成モデルの論理は送信モジュール論理と受信モジュール
論理の間に付加される（図 8）．
なお，負荷変動の揺らぎの幅や頻度は，過去のシステム稼

働実績及びバグ発生事例の分析に基づいて，幾つかのパター
ンを用意し，負荷生成モデルにあらかじめ組み込んでいる．
そして，このモデルは CPU製造段階では取り除かれる．
② 負荷の揺らぎを再現する負荷加速モデル（CPU内部）
負荷の変動はキャッシュや演算器周辺回路など CPU内部
でも発生させる必要がある．CPU内部の深いところに前項
のような多機能で複雑な処理を行う負荷生成モデルを組み込
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図 7 送信側ボトルネックで受信側負荷 95%状態



むと，検証対象回路の動作タイミングが変化し，期待どおり
の検証ができなくなってしまう可能性がある．
そこで，CPU内部深くの設計論理に対しては，負荷生成
モデルよりも負荷変動の幅は小さくなるが，バッファや
キャッシュエントリ数を減らしたり，同時に処理できるリク
エストの数を減らしたりする負荷加速モデルの論理を付加す
る．このモデルは前段モジュールに未処理の負荷を滞留させ
ることで実システム上では稀にしか発生しない高負荷状態を
高頻度で出現させる（図 9）．
なお，CPU内部の負荷加速モデルは CPU設計論理の中
に組み込まれているため，製造後にも組み込まれている．そ
して，このモデルは試作機試験や量産試験においても活用さ
れる．

2.3.2 施策②：「富岳」のソフトウェア縮小動作モデル
ソフトウェアについてもハードウェアと同様，空間的，時
間的に縮小したモデルを作成し，テストプログラムに組み込
む必要がある．ソフトウェアの場合，空間はハードウェアの
外部空間モデルの制限（例えばメモリ容量やノード数の制
限）にテストプログラムを対応させるためのモデル化で，時
間は検証対象イベントを発生させるために必要最低限の命令
列を抽出して検証時間を削減するモデル化となる．以下では
これらのモデル化の詳細を紹介する．
① 空間方向の縮小：使用するリソースの制限
CPU外部空間モデルのうち，例えばメモリについては，
シミュレーション・アクセラレータ上には 1 GBしか搭載さ
れていない．しかし「富岳」実機では 32 GBのメモリが搭
載される．そのため，検証を網羅的に行うには，ソフトウェ
アは 32 GBのメモリアドレス空間全てにアクセスできるこ
とが望ましい．そのため，検証に用いる命令列が，範囲外の
リソースにアクセスしている場合，代替となるリソースに振
り替える必要がある．

そこで複数のメモリアドレスを一つのアドレスに「たたみ
込む」ことで，物理的には小さいアドレス空間しかないが，
複数のアドレスを介して一つのデータにアクセスできるメモ
リモデルをテストプログラムに組み込む．
例えば図 10のようなメモリモデルの場合，メモリのアド

レスは 100番地で折り返されている．このようにすると，ソ
フトからは 70番地にあるデータは 170番地としても 270番
地としてもアクセスできるようになっている．その結果，シ
ミュレーション・アクセラレータには 100番地分しかメモリ
が搭載されていなくても，テストプログラムは 200番地や
300番地を読み書きする論理の検証が実施できる．
② 時間方向の縮小：必要最低限の命令列特定
論理検証では，CPUの機能を確認するために仕様書から

抜き出した機能確認用命令列を全てテストプログラムに組み
込む．しかし，それだけでは論理設計者が想定していなかっ
たイベント発生タイミングの組み合わせを発生させることが
できない．そこで，過去のシステム開発においてバグを顕在
化させた命令列もテストプログラムに組み込んでいる．
過去に実システム上で発生した様々な問題は OSや IOド
ライバなど様々なソフトウェア部品が動作する中で発生して
いるため，OSの起動に 1～2日間掛かるシミュレーション・
アクセラレータ上で走行することは難しい．そのため，問題
を起こすのに必要最低限の命令列を絞り込む必要がある．こ
の抽出された命令列がソフトウェアの時間モデルとなる．
この時間モデルの構築では，①実機での問題発生時に命令

トレースを採取し，②プログラムを前半後半で 2分割して実
システム上やシミュレーション・アクセラレータ上で前半だ
け，若しくは後半だけを走行して問題再現するかどうかを確
認する 2分探索を繰り返し行うことで範囲を狭め（図 11），
③更にループ回数を減らしたり一部命令列を取り除いたりし
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図 8 負荷生成モデル

図 9 負荷加速モデル

図 10 メモリアドレスのたたみ込み機能

図 11 2分探索による最小命令列の抽出



ながら，命令列のどの部分を取り除くと問題が再現しなくな
るかの試行を繰り返し行うことで，最終的に必要最低限の問
題再現コードを抽出する．事象によっては，ハードウェアの
負荷の揺らぎを命令実行中に発生させなければ再現できない
ケースがある．この場合は，ハードウェアの時間モデルと協
調動作させて，その事象の再現を行う．

2.4 「富岳」のシステム検証フロー

本節では，前節までで紹介したモデルを活用してのシステ
ム検証フローを説明する．まずハードウェア時間縮小モデル
である負荷加速モデルを取り込んだ CPU設計論理に，同じ
く時間縮小モデルである負荷生成モデルを取り込んだ空間縮
小モデル（メモリモデルや IO モデル）を接続したハード
ウェア検証モデルを用意する．
並行して，各検証項目に対応してソフトウェア縮小動作モ
デルを取り込んだテストプログラムを開発しておく．
そしてハードウェア検証モデルとテストプログラムが用意
できると，まずシミュレーション・アクセラレータ上にハー
ドウェア検証モデルを配置し，テストプログラムを検証管理
サーバに格納する．
その後は図 12のフローに従い，①テストプログラムを期
待値生成器に掛けて CPU設計論理が仕様どおりに動作した
場合に出される結果の期待値を生成する，②その期待値を検
証管理サーバに保存する，③テストプログラムをハードウェ
ア検証モデル上のメモリモデルに書き込む，④シミュレー
ション・アクセラレータ上の CPU設計論理でテストプログ
ラムを実行する，⑤ CPU設計論理がメモリモデル上にテス
トプログラム実行結果を書き込む，⑥検証管理サーバが実行
結果を読み出す，⑦実行結果と期待値とを比較する，という
手順によって CPU設計論理が仕様どおりに正しく動作した
かの検証を行う．

2.5 「富岳」の論理検証のまとめ

「富岳」は非常に大規模なシステムで，その CPUには高
い性能目標を達成するために非常に複雑な論理が組み込まれ
ている．この大規模で複雑な論理を小規模な検証環境で十分
に検証するために，本章では検証対象システムの動作を空間
的・時間的に縮小してモデル化するハードウェア・ソフト

ウェアモデルの紹介を行った．このモデルを論理検証に適用
した結果，大規模構成で稀にしか発生しない論理バグを大規
模システム構築前に検出・修正することができた．その結
果，「富岳」は大規模システム構築後にその運用を妨げるよ
うな重大な CPU論理バグが出現することなく，安定運用を
実現してきている．

3.「富岳」の半導体テスト

近年の半導体回路は数ナノメートル程度の精度での加工が
要求されるため，シリコンウェハ上に微細な塵やほこりが混
入しただけで仕様どおりに動作しない不良品が発生すること
がある．その塵は非常に微細なものでも影響があり，「野球
場に砂粒一つない状態｣(12)での製造が必要と例えられてい
る．この半導体の製造不具合，故障を出荷前に検出するのが
半導体テスト工程である．

3.1 一般的な半導体テスト

半導体テストは CPUを製造後，システムとして組み上げ
る前の，シリコンウェハもしくはパッケージ封入後の段階で
テスタ（図 13）と呼ばれる試験装置を使って CPUの回路に
様々なテストパターンを入力し，その出力が期待どおりでな
ければ不良品と判断するテストである．
半導体テストに使用されるテストパターンはテスト対象と

する回路に合わせて個別に生成される．具体的には，CPU

内の全ての回路の故障に対して，
①故障箇所を活性化する（Activate）
②故障の影響が出力にまで伝搬する（Propagate）

の二つを満たすようなテスト入力パターンが作られる．
例えば図 14のサンプルコードにおけるテストパターンの
事例を挙げる．ここで cの値の出力が常に 0になる故障が
あった場合，cの値がたまたま 0の場合には故障は顕在化し
ない．そのため，この故障を活性化（Activate）するには c

の値に 1を入れておく必要がある．次に enの値が 0の場合
は c=1が故障によって 0に化けた場合でも出力の ansにそ
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図 12 「富岳」の論理検証フロー
図 13 半導体テスタの例（メモリ向けテスタ） 写真提供：イ

ノテック株式会社．



の化けた値は伝搬しない．enの値を 1にすると故障によっ
て化けた値は伝搬（Propagate）する．
そして，複雑な CPUの場合，出力に至るまでにはほかに
も様々な回路が絡む．そのため，結果出力を見て故障箇所を
特定するためには，非常に多くのテストパターンを入力とし
て与える必要がある．
近年の大規模複雑な CPUでは組み込まれているトランジ
スタ数が膨大（例えば「富岳」の CPUではトランジスタ数
は約 87億個）であり，これら全ての製造不良を確認するた
めには天文学的な数のテストパターンを生成しなければなら
ない．これでは半導体故障診断テスト時間が非常に長くなっ
てしまう．
そこで複数の故障箇所を検出するテストパターンを，検出
率に影響がない範囲でマージすることによって，できるだけ
多くの故障箇所を，できる限り少ないテストパターンで網羅
するテストパターン生成・圧縮技術 ATPG (13)～(16)（Auto-

matic Test Patter Generation）が活用される．
テストパターンの生成と並行して，テストのための回路

も，CPUの論理回路に付加する必要がある．この回路はス
キャン・チェーン回路と呼ばれている（図 15）．通常，CPU

の論理回路はクロック 1サイクルで処理できる組み合わせ回
路と，前のクロックサイクルで入力として与えられた値を次
のクロックサイクルで出力をする一時的に値を保持する回路
フリップ・フロップ（FF）とからなる．
半導体のテストに向けては，まず FFを Scan FFと呼ばれ

るテスト回路を含む FFに置き換え，次いで Scan FF同士を
数珠つなぎに接続したスキャン・チェーン回路を構築する．
テスト時には，①スキャン・チェーン回路を介して各 Scan

FFにテストパターンを入れ，② CPUを 1～数サイクル動作
させ，②その出力が Scan FFに格納されるので，③スキャ
ン・チェーン回路経由でその出力を取り出して，その出力が
期待値と合っているかの確認を CPUの外部を行う(17)～(19)．
一般的な半導体回路におけるテストパターンとスキャン・

チェーン回路（Design for Test, DFT）は，テスト対象の回
路データを市販ツールに入力することで自動的に生成され
る(20)．
なお，半導体テスト向けの FF内部のテスト回路並びにス

キャン・チェーン回路は FF の面積増加と，スキャン・
チェーン回路分の配線リソースの消費を招いてしまう．その
ため高性能 CPUでは，できる限り多くの実装面積と配線リ
ソースを演算性能向上に振り向けるために，半導体テストの
故障検出率に影響がない範囲でできる限り多くの FFをテス
ト回路が付いていない Non-Scan FF で置き換える開発を
行ってきている(21)．例として富士通が開発している CPUで
の例を図 16に示す．

3.2 「富岳」CPU半導体テストの課題

「富岳」においては演算器近傍で演算結果を一時的に保存
しておくモジュールなど，使用できる面積が非常に狭いエリ
アであるにもかかわらず，高速な読み書きが可能な記憶素子
が必要とされる回路がある．このような回路に対しては，通
常の半導体内部で使用される記憶素子である SRAMでは面
積や性能の要求仕様を満たすことができない．そのため，よ
り高速で面積が小さい Latchを並べた Latch Arrayが使用さ
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図 14 サンプルコードの論理回路

図 15 スキャン・チェーン回路

図 16 歴代プロセッサの FF/Latchビット数 縦軸はビット数，
値は非公開．



れている．
Latchとは，FFと同様に値を保持する記憶回路の一種で

ある．FFはクロックサイクルごとに入力値を取り込んで内
部に保持する値を更新するのに対し，Latch (注1)はストローブ
信号という入力が 0の間は入力と出力が等しくなり，スト
ローブ信号の値が 1になると入力の値が変化しても出力の値
が固定され，値が保持されるという性質をもつ．FFと比較
して Latchはクロック変化中に値を保持し続ける回路が不
要なため，FFよりも回路面積を小さく作れる特徴がある．
そして通常は Latchにも故障診断のためにスキャン機能

が付いている．しかし，SRAMの代替になる Latch Arrayに
対しては面積削減のためにスキャン機能を削除した Non-
Scan Latchが使用される．
Non-Scan Latchを並べた Array（NSLA）回路の診断に向
けては，① BISTで診断，②専用テスト手法で診断の二つの
手法がある．BIST（Built-in Self-Test）での診断とは
NSLAの外部にテストパターン生成器と比較回路を付加して
自動的に半導体回路の診断を行う手法である（図 17）．
この手法は内部ハードウェアで多量のテストパターンを生
成，期待値比較できるために高速に網羅的な故障診断ができ
る一方で，そのテスト回路は大きくなってしまう．これに対
して，専用テスト手法は，専用のテストパターンとスキャ
ン・チェーン回路とを生成して診断する手法で，スキャン・
チェーン回路を経由してのテストパターンの入力・結果の出
力に時間が掛かってしまうが，テストパターン生成と比較を
外部で行うために，テスト回路の面積を小さくすることがで
きるという特徴をもつ．
「富岳」の NSLAに向けては，テスト回路の面積削減効果
の大きい専用テスト手法を採用している．この専用テスト手
法は市販ツールでは対応できないため，一般的な回路では市
販ツールが自動で行う，
･テストパターンの圧縮
･スキャン・チェーン回路の生成

を独自に実施する必要がある．

3.3 ｢富岳」半導体テストの施策：NSLA専用
テスト

本節では「富岳」の NSLAに対する専用テストで活用さ
れている①テストパターン圧縮と②専用スキャン・チェーン
回路の生成の方法について紹介を行う．

3.3.1 対策①：NSLA向けテストパターン圧縮
NSLAのテストパターンに向けては様々な圧縮手法が採ら

れているが，本節ではその一つの例として，Match Compare

回路をもつ NSLA の事例を示す．図 18 に Match Compare

回路をもつ NSLA記憶回路の例を示す．これはキャッシュ
などで書き込み対象アドレスがキーと一致するところを探し
て，そこにデータを書き込む制御を行う回路の一部として使
用されている．
Match Compare回路には非常に多くの EOR回路が含まれ
ている．一般的に EORが多数含まれる回路に対して汎用的
なテストパターン生成を行うと，全ての入力パターンを逐次
に動作させるように多数のテストパターンを生成してしまう
ため，テストパターン数が非常に膨らんでしまう傾向があ
る．
しかし，Match Compare回路は全体をみると非常に対称
性が高く，かつ，前段で排他制御が掛かっているために，そ
の性質を踏まえると，少ないテストパターンでも故障を検出
できるようになる．
そこで，「富岳」に向けた NSLAのテストパターン生成に

おいては，このような回路の性質を踏まえたヒューリス
ティックスを入れて，テストパターンの圧縮を行っている．

3.3.2 対策②：NSLA向け専用スキャン・チェーン
「富岳」における NSLA 専用スキャン・チェーンは図 19

のように NSLAの周囲に Scan FFを配置し，NSLAに対し
て入力テストパターン，書き込みアドレス，読み出しアドレ
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図 17 SRAM/NSLAの BIST回路

図 18 NSLAを使った記憶回路の例(注 1)：これは D型 Latchの動作で Latchにはほかの形式もある．



スを与えて，最終的な読み出し値を NSLA専用スキャン・
チェーンで取り出すようにしている．
更に，「富岳」を構成する A64FX CPUには一つのチップ
に 52個のコアが搭載されている(1)．そして，それぞれのコ
アには等価な NSLA回路が多数搭載されている．これらを
通常のスキャン・チェーン回路（図 20）のように数珠つな
ぎに直列につないでしまうと，故障箇所を特定するためには
膨大な数のテストパターンを流す必要が出てきてしまい，テ
ストに非常に長い時間が掛かるようになる．一方図 21のよ
うに各 NSLA を並列にすると，テスト時間は短くなるが，
テスト用の入出力ピンの数が多くなってしまい，限られた
CPUピン数ではテストを実施できなくなってしまう．
そこで，「富岳」CPU では，等価な NSLA に対しては，
各 NSLAの入力パターンを共通化した．これに加えて，各
NSLAを同時並行で試験を行い，さらにまとめて期待値比較
を行う回路も付加することで，そのまま試験時間の短縮とテ
ストの入出力データの圧縮を図っている（図 22）．

3.4 「富岳」の半導体テストのまとめ

本章では「富岳」CPUに採用されている省面積な記憶回
路 NSLAの専用テスト手法の紹介を行った．
「富岳」CPUでは高い目標性能達成のために演算性能高速
化向けに回路面積を割り当てる必要がある．そのため，「富
岳」の演算器近傍の記憶回路には SRAMの替わりにテスト
回路をできる限り削った NSLAの採用を行っている．しか
し，NSLAのテストパターンとスキャン・チェーン回路は市
販ツールで自動的に生成することはできない．そこで，「富
岳」CPU では独自に①回路の性質に対するヒューリス
ティックスを用いたテストパターン圧縮技術，②等価な
NSLA回路をまとめてテストする専用スキャン・チェーン回
路技術を適用した．
この結果，「富岳」は高い目標性能を達成するために必要

な演算回路面積の確保と，半導体テストの診断網羅性の両立
に成功した．

4.「富岳」の試作機試験

論理検証，半導体のテストが完了すると，動作確認の完了
した CPUを試作機に組み込んで試作機試験が行われる．試
作機試験では CPUを組み込んでのシステムの機能，性能，
電力の確認を実施するほか，システムを構成する各種部品の
検証も行われる．本章ではこのうち，「富岳」の高密度実装
を支えるために新規に開発された機構の検証技術の紹介を行
う．

4.1 「富岳」のシステム構成

「富岳」は図 23に示す CPU 2個（2ノード）を搭載した
CPU Memory Unit（CMU）とよばれるボードを最小基本コ
ンポーネントとする．「富岳」システムラック 1台に対して
は，CMUを 24枚搭載したシェルフを前面に 4基，背面に 4

基，合計 8基搭載することで，総計 CMU 192枚，CPU 384

個を収容している（図 24）．
CMU上の CPUは Tofuインタコネクト通信網によって複

数の CPUと通信できるように接続されている．シェルフ内
近傍の CPU同士はバックプレーン基板（以後 BP）を介し
て電気信号で通信を行う．そしてラック内のほかの CPUと
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図 19 Non-Scan Latch Arrayのテスト回路

図 20 等価な複数 NSLAの直列スキャン

図 21 等価な複数 NSLAの並列スキャン

図 22 「富岳」CPUにおける等価な複数 NSLAのスキャン



は電気ケーブル，他ラックの CPUとは光ケーブルで通信を
行う．このため，CMU には，BP，電気ケーブル，光ケー
ブルの計 3種の高速インタコネクト通信用インタフェースコ
ネクタを備えている．
更に CMUには電源供給用の大電流コネクタと，CMU内
を冷却するための水を給排するための冷却水供給カプラも備
えられている．

4.2 ｢富岳」高密度実装機構：一括嵌合システ
ム

システムの高密度化には装置・部品の小型化が求められ
る．他方，「富岳」は高い可用性を求められるため，CMU

が故障したときには短時間で交換作業を行われなければなら
ない．CMUには前述のとおり 3種のインタコネクトコネク
タ（BP，電気ケーブル，光ケーブル）に加えて大電流電源
コネクタと水冷配管のカプラがあり，CMUを交換するとき
は，これらの挿抜が必要である．
前機種「京」コンピュータでは図 25左側のように，水冷

配管の接続はユニット前面側に設けられていた．しかし，こ
の方法で「富岳」を構成すると CMUの前面に水冷配管を配
置することとなり，CMU交換前後に水冷配管ホースの抜き
差しが必要となるため，CMU交換作業の効率を著しく悪化
させてしまう．
そこで「富岳」では，水冷配管も BP，電気ケーブル及び
電源供給と同じように CMU の後ろ側に配置することで，
CMUの挿抜作業時に電気接続・切断と同時に水冷配管の接
続・切断もプラグインで行える電気・水・インタコネクト一
括嵌合システムを開発した．なお，光ケーブルについては，
CMUとは独立に光ケーブル単体での交換作業もあるため前
面配置とすることとしている．

4.3 ｢富岳」試作機試験の課題：一括嵌合シス
テムの検証

CMUの電気・水・インタコネクト一括嵌合を行うプラグ
イン構造では通常，位置決め，有効嵌合長の確保，嵌合時の
応力緩和の確認を行う必要がある．

4.3.1 位置決め（実装位置精度，誘い込み範囲）
CMUには，シェルフに差し込む際に保守作業員が位置を

調整することなく自律的にアライメント調整がなされて嵌合
するための仕組みが組み込まれている．これは以下の三つの
機構によって実現されている．
① CMUユニット外形とシェルフ側スロットによる位置決
め

②ガイドピンによる位置決め（図 26）
③コネクタのガイドによる位置決め
位置決めが正しく行われないと，CMUが引っかかって挿

抜に支障をきたしたり，部品が破損したりする可能性があ
る．

4.3.2 有効嵌合長の確保（奥行方向の位置精度）
位置決めが完了すると，ユニットが押し込まれることで

CMU側のコネクタとシェルフ側のコネクタとの嵌合が始ま
る．コネクタ内の端子が確実に接触するためには，コネクタ
に規定されている嵌合距離（有効嵌合長）を守る必要があ
る．特に高速電気伝送を行う Tofuインタコネクト端子にお
いては，嵌合の長さによって伝送特性が変化する．
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図 23 「富岳」の CMU

図 24 「富岳」のラック構成

図 25 冷却水カプラ接続構造



また，水冷カプラにおいても，規定の位置まで押し込まれ
ないと水漏れや流量不足の原因となる可能性がある．

4.3.3 応力緩和
電気・水・インタコネクトなど多数のコネクタが嵌合する
場合，相対的な位置ずれが必ず発生する．そして，この位置
ずれは，コネクタ，カプラや基板，シャシなどの周辺部品に
応力として影響を及ぼす．
この応力が基板上の強度の弱い部品やはんだ接合部に変形
や破壊を及ぼすと，製品の信頼性に多大な影響が出る．この
影響を低減するために，コネクタには可動フローティング構
造が取り込まれている．そして，位置ずれが生じたときは，
可動部が変形して応力を緩和するようになっている（図
27）．
しかし，この可動フローティング構造でも吸収できないほ
どの応力が加わると，コネクタの摩耗や変形が生じてしま
い，電気や冷却水の伝搬に支障をきたす．
一括嵌合システムは「富岳」向けに新規に開発された機構
である．そのため，この部品に対して，試作機を作ってどの
ように 3項目（位置決め，嵌合長の確保，応力緩和）の検証
を行うかが試作機試験に向けた課題となる．

4.4 「富岳」試作機試験の施策

試作機試験において，位置決め，嵌合長の確保，応力緩和
の 3点を試験するために，挿抜試験と振動試験を実施する．
更に冷却水カプラについては追加で特別な部品を作成し水漏

れの有無を確認する嵌合試験を実施する．
① 挿抜試験
試作機でコネクタの挿抜を数十回連続で行った後，
･コネクタ位置が許容範囲内に収まっていること
･破損，摩耗，変形がないこと
･接触部間の電気抵抗（接触抵抗）値が動作仕様の範囲内
であること

の確認を行うことで，位置決めのズレが許容範囲内であるこ
とを検証する．
② 振動試験
「富岳」のラックに部品を全て搭載して振動試験（CMU

を搭載したラックを振動試験機の上に置き，x/y/z方向に震
度 7相当までの振動を与える試験）を実施する．そして試験
後に，
･破損，摩耗，変形がないこと
･接触部間の電気抵抗（接触抵抗）値が動作仕様の範囲内
であること

の確認を行う．これによって，部品に様々な力を加えても応
力緩和の効果で有効嵌合長が確保でき，変形や破損も生じな
いことを検証する．
③ 冷却水カプラ向け追加嵌合試験
水冷配管（冷却水カプラ）の嵌合長確保の検証は，追加で

挿抜後に水漏れの有無を確認する試験も実施する．この試験
に向けては，長期間のシステム運用期間内にカプラのたわみ
や変形が発生することを考慮してプラグの長さを長短 5種類
に変えた特別なカプラを用意する（図 28）．
そして，この 5種類全てのカプラに対して流水時に連続で

10回程度挿抜を行っても水漏れがないことと，挿抜前後で
の流量の変化が既定値内であることを確認する．更に，冷却
水中に異物が混入した場合を想定して，様々な大きさの異物
を流水中に混ぜて挿抜試験を行い，挿抜によって異物を噛み
混むことなく，水漏れが発生しないことの確認も実施する．

4.5 「富岳」の試作機試験のまとめ

「富岳」では限られた設置面積で要求性能を満たすために，
一つのラックに CPUを高密度に収容する必要があった．そ
して，システム設置や保守の作業効率を確保しながら，この
高密度実装を達成するためには，ラックの構成部品・機構に
ついても個別に開発をする必要があった．
この「富岳」向けに新規に開発された実装部品の機能を確
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図 26 実装位置調整のためのガイドピン

図 27 水冷ソケットの可動フローティング機構

図 28 CMU冷却水カプラの検証



認するために，試作機試験として挿抜試験，振動試験，冷却
水カプラ向け追加嵌合試験を実施することで，その部品の機
能確認を行った．その結果，新規開発部品の品質が確保され
た．

5. おわりに

本稿では，大規模複雑なスーパーコンピュータシステム
「富岳」の品質を支える要素技術として，①論理検証からは
システム検証における大規模システム構成で長時間運用する
中で顕在化するような論理バグを小規模な検証環境で再現さ
せるために，検証空間・検証時間の縮小を図る検証モデル技
術，②半導体テストからは「富岳」CPUの高度な性能目標
と製造品質の両立を達成するためにテストパターンとテスト
回路を最小化しつつも，故障検出率を維持する NSLA向け
のテストパターン圧縮技術と専用テスト回路技術，③試作機
試験からは CPUの高密度実装を実現するために新規に開発
された専用機構の位置決め，嵌合，応力緩和の 3点を検証す
るための挿抜試験・振動試験・冷却水カプラ向け追加嵌合試
験の技術紹介を行った．
ページ数の関係で今回は一部しか紹介できなかったが，

「富岳」の品質を保証するためには，ほかにも仕様作成の段
階から量産・搬入・運用工程に至るまで様々な技術が駆使さ
れている．
今後もシステムの大規模化・複雑化はより一層進むことが
予想されるため，システム開発の現場では，アーキテクチャ
の研究開発だけではなく，その品質保証に向けた技術開発も
ますます大きな課題となってくる．本稿が，読者がこれらコ
ンピュータシステムの品質保証技術に関心をもつきっかけの
一助となれば，誠に幸いである．
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解 説 論 文

超音波/光音響マルチスケール
イメージング
Ultrasound/Photoacoustic Multi-Scale Imaging

西條芳文 Yoshifumi SAIJO

アブストラクト 超音波あるいは強力短パルス光の照射により発生する光音響波を用いたイメージングは，波長にほぼ反
比例する分解能を有する．医学・生物学領域に限っても，使用周波数は数MHzから GHz帯域に達するために，十数
cmから数 µmに達するスケーラブルなイメージングが実現している．本稿では，筆者らのグループの研究成果を中
心に，これらの画像技術について紹介し，その将来展望について言及する．

キーワード 超音波，波長，解像度，光音響
Abstract The resolution of the image obtained with ultrasound or photoacoustic signals, which are generated by very short and

strong pulse light, is inversely proportional to the frequency of the waves. In the field of medicine and biology, the frequency used

for imaging is variable between several MHz to GHz range. Thus, the imaging area is from 10-20 cm to micron order. In this

article, these imaging technologies, mainly the authors’ development are introduced and the future perspective is discussed.
Key words Ultrasound, Wavelength, Resolution, Photoacoustic

1. はじめに

筆者は循環器専門医であり，心臓の運動や血液の流れな
ど，生体のダイナミクスに直接関与する心血管系のバイオメ
カニクス的要素に深い関心をもっている．循環器の病気とし
て知られる「動脈硬化」や「心筋梗塞」などは組織の機械的
性質がそのまま病名になった例である．もちろん実際の診療
では心電図，胸部 X 線写真，心エコー，血管造影，CT

（computed tomography），MRI（magnetic resonance imag-

ing），SPECT（single photon emission computed tomogra-

phy），PET（positron emission tomography）などの各種画
像診断手法を駆使しているが，研究では弾性波としての超音
波の性質を上手に利用して組織の物理的・機械的特性を計測
することに主眼を置いてきた．
東北大学では大正年代から緊密な医工連携研究が行われて
きたが，超音波医工学の領域においても 1960年代の心臓超
音波断層図，1980 年代の医学・生物学用超音波顕微鏡，
2010年代の光音響イメージングなど，先端的イメージング
技術が開発されてきた．
本稿では，超音波及び光音響イメージングにおける数 µm

から十数 cmまでのマルチスケールイメージングについて，

筆者らの研究成果を中心に紹介する．

2. 音波の周波数と画像の解像度・深達度

一般的に超音波の波長と周波数の間には式(1)のような関
係が成立する．

λ=
c
f (1)

λ：波長，c：音速，f：周波数である．
また，凹面振動子により発生した超音波ビームの幅と周波

数の間には式(2)が成立する．

BD=
1.02Fc

fD (2)

BD：中心から強度が 6 dB低下する超音波ビーム幅，F：
焦点距離，c：音速，f：周波数，D：トランスデューサの直
径である．
したがって，超音波画像の解像度は周波数にほぼ反比例す

る．一方，周波数を上げると音波の深達度が低くなるために
撮像可能な深さが浅くなるというデメリットもある．図 1に
示すとおり，各周波数帯域の超音波診断の対象として，数
MHz では腹部，心臓，7.5～13 MHz では頸動脈，体表，
20～60 MHz では血管内超音波（IVUS : intravascular ultra-

sound），超 音 波 内 視 鏡（EUS : endoscopic ultrasound），
100 MHz以上では超音波顕微鏡が例示されている．経験的
には生体内での超音波の深達度は波長の 200～300倍程度で
あり，解像度と深達度のトレードオフを考慮して超音波の周
波数を選択してすることになる．
医学領域以外に目を向けると，周波数 15～200 kHzを用い
た魚群探知機では指向角（≒解像度）が 200 kHz で 12～
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15°，50 kHzで 40° くらいであるが，200 kHzの超音波で水
深 100～200 m まで探索することが可能である．したがっ
て，超音波のスケーラビリティは実用的にも非常に大きいと
いえる．

3. 臨床超音波画像

臨床超音波診断装置が備える機能について，基本となる B

モード（断層像，本来は brightness mode の意），パルスド
プラ（ある 1点での血流速度の時間経過を観察），連続波ド
プラ（ある 1ライン上での血流の最高速度の時間経過を観
察），カラードプラ（超音波ビーム方向の血流速度の二次元
分布を観察）は 30年前には既に確立していた技術で，現在
でも実地医療においてはこれらの機能だけで十分に対応可能
である．余談であるが，筆者が研究を開始した当時の上司
（指導教授ではない）からは「超音波の研究には伸びしろが
ない」といわれ，研究を続けることができるか不安を覚える
時期もあったのは確かである．
一方，この 30年間で新たに臨床応用された超音波医学の

新技術を列挙してみる．本稿のメイントピックではないの
で，ここでは簡単に記述するが，それぞれについての成書が
発行されるほどの技術や臨床知見の集積がある．
おなかの中の赤ちゃんの表情まで映し出したことで世間の
脚光を浴びたリアルタイム三次元エコーは，1980年代から
の研究が 20世紀末に結実したものである．マイクロバブル
を造影剤として用いた造影超音波は虚血性心疾患における心
臓の灌流領域の検出や肝臓の RFアブレーション治療の際の
治療効果の把握などに有用性を示した．これらの技術は CT

で実現されていたものを超音波診断でも実現し，超音波が簡
単で手軽なだけではなく，ほかのモダリティと比肩する診断
能力を有することを示したものである．
一方，超音波特有の技術として，組織をトランスデューサ
で僅かに圧迫した際の変位を位相レベルで検出して組織の弾
性を推定するエラストグラフィ（elastography, Jonathan

Ophirの造語）が 1990年代に発展した．現在では診断用の
超音波トランスデューサから送信された強力な集束波
（push beam）により組織を超音波の進行方向に変位させる

ことで組織の弾性を評価する Echosenseの FibroScan®，同
様の push beamによって超音波の進行方向に直交する方向
に発生するせん断波を検出するせん断波エラストグラフィな
どは，組織のバイオメカニクス計測法あるいは超音波組織性
状診断法として，各種臨床ガイドラインにも掲載されるまで
一般化している．
心臓が収縮・拡張したときの超音波動画像上のスペックル

の動きを optical flowにより追跡し組織の動きを定量解析す
るスペックルトラッキングによる心筋のストレイン（正確に
は strain rate）イメージングは，心筋自体の収縮能を安定に
評価する手法として循環器領域で重要な位置を占めるに至っ
ている．更に最近では Bモード画像に時空間フィルタを適
用することで微小血流を表示する手法（キヤノンメディカル
システムズの SMI®，GEの B-flow®）などの手法も実用化
されている．
IVUSは本邦では 1994年に保険償還され，当時劇的に発

展を遂げた心臓の冠動脈インターベンション治療，特に冠動
脈内ステント留置術のほとんどの症例で用いられたため，日
本では欧米よりも圧倒的に症例が多く，様々な臨床研究が行
われた．IVUSにより従来は剖検組織でしか知りえなかった
冠動脈の病理が臨床的に観察可能になったことで，虚血性心
疾患の病態解明が大きく進展した．当初の IVUSの周波数は
20 MHzであったが，時期をおって高周波数化が進み，現在
では 60 MHz の IVUS も上市され，空間分解能，フレーム
レートともに従来と比較して大きく向上している．

4. 超音波顕微鏡の歴史と原理

1949年ロシアの Sokolovは，周波数 3000 MHzの音波と可
視光の波長とが同じオーダであることから，高周波数超音波
を用いることにより，光学顕微鏡では観察不可能な不透明な
試料を光学顕微鏡と同等の解像度で観察できる超音波顕微鏡
の概念を提唱した(1)．高周波数技術及びその解析手法が未熟
であった当時は実現に至らなかったが，1959年イリノイ大
学の Dunnらにより使用周波数 12 MHzの ultrasonic absorp-

tion microscopyが発表され，Sokolovの提案が全くの夢物語
ではないことが実証された(2)．更に，1970年代，レーダや
人工衛星通信開発により高周波数技術が発展し，1972 年
Kessler らによるレーザ光走査型超音波顕微鏡（SLAM :

scanning laser acoustic microscopy）や，1973 年 Quate らに
よる機械走査型超音波顕微鏡（SAM : scanning acoustic mi-

croscopy）などが次々に発表され(3)，その概念の提唱から四
半世紀で，数百MHz領域の超音波を用いてミクロレベルを
可視化する超音波顕微鏡が完成した．
1985年当時の超音波顕微鏡のトランスデューサは，酸化
亜鉛の薄膜を用いた平面圧電素子から送信された超音波を，
サファイアロッドの音響レンズにより円錐状に集束すること
で，200 MHzで 10 µmの解像度を実現した．送信される超
音波の強度が弱かったため，80波程度のバースト波を用い，
送信周波数を 10 MHzずつ変えることで疑似的なパルス応答
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図 1 超音波の周波数と解像度の関係 各周波数における代表
的な超音波画像．



を得て，組織の厚みと音速を同時計測していた(4), (5)．2001

年以降は PVDF-TrFEのような高分子フィルムの圧電素子
を凹面加工した凹面振動子から中心周波数 80～100 MHzの
超音波パルスを送信し，パルス応答を周波数解析すること
で，種々の音響パラメータを算出している(6)．
図 2に示すようにトランスデューサと試料の間には蒸留水

や生理的食塩水が音響カプラとして用いられる．トランス
デューサは薄切した試料あるいは単層に培養された細胞の上
を機械的に二次元走査しながら，超音波を送受信する．した
がって，表示される画像は Cモード像（試料の表面を上部
から俯瞰した像，constant depth mode）になる．
超音波顕微鏡という用語について明確な定義はなく，1970

年代には SAMしか存在しなかったため SAMを超音波顕微
鏡とみなしていたが，1990年代後半から UBM（ultrasonic

biomicroscope，直訳すると超音波生体顕微鏡）のように，
高周波数超音波による高解像度 Bモード画像を描画するシ
ステムも出現したため，現在ではいずれも超音波顕微鏡の概
念に包含して用いている．

5. 超音波顕微鏡の医学的有用性

超音波医学における超音波顕微鏡の応用は以下に述べる 3

点を主目的としている．
第 1は，組織を無染色で観察可能なことを利用した迅速診

断，あるいは細胞に蛍光物質や抗体処理を施さずに生きたま
ま観察することである．凍結切片を光学顕微鏡で観察すると
きや培養細胞を位相差顕微鏡で観察するときには，組織・細
胞の輪郭は描出されるが，内部はほぼ無色であるため，含有
する物質に関する情報はもたらされない．これに対して超音
波顕微鏡では，超音波の音響特性の違いにより，組織・細胞
内部はあたかも染色を施したかのように描出されるので，診
断の正確性が向上する．既に皮膚科領域では，光学顕微鏡と
同等の臨床的意義が認められている(7)．
第 2の目的は，臨床超音波画像を理解するための基礎的な

音響特性データの収集である．脂肪肝や肝組織の線維化など

の超音波組織性状診断の理解のため，数MHz帯域における
超音波の強度やエコーパターンと，生検組織の光学顕微鏡所
見が対比されてきたが，両者の解像度は 100倍近く違い，診
断が一致しないことも多かった．ここで光学顕微鏡と同等の
解像度の超音波顕微鏡を用いることで，組織の種類と音響特
性が密接に関係することが実証され，エコー強度やパターン
についての理論的な裏づけが得られるようになった．
第 3の目的は，組織のバイオメカニクスに関する情報の収
集である．組織弾性と超音波の音速の間には式(3)の関係が
ある．

E=
(1−σ)ρc

(1+σ)(1−2σ) (3)

E：ヤング率，ρ：密度，c：音速，σ：ポアソン比である．
また，組織の超音波吸収と組織粘性の間には式(4)の関係が
ある．

α=
2f π 

3ρc η+
4
3 η (4)

α：吸収，f：周波数，π：円周率，ρ：密度，c：音速，
η：体積粘性率，η：せん断粘性率である．
光学顕微鏡では基本的に組織の化学的特性に基づいて染色

が行われるが，超音波顕微鏡では組織の機械的特性の違いを
音響特性の違いにより検出する．したがって，心臓(8)や動脈
硬化(9)あるいは骨など，その物理的な特性が注目される臓器
においては，超音波顕微鏡による音響特性計測は非常に重要
な情報をもたらすことになる．

6. 超音波顕微鏡による冠動脈の観察

IVUS における正常冠動脈像は内膜側から高，低，高エ
コーの 3層構造を示す．超音波顕微鏡による冠動脈組織の観
察は，IVUSとほぼ同じ周波数帯域の超音波を用いて層ごと
の音響特性を定量的に計測することで 3層構造の成因を明ら
かにすることができる．
剖検時に摘出した冠動脈組織をホルマリン固定し，10 µm
に薄切しスライドガラス上に載せて超音波顕微鏡用試料を作
成した．中心周波数 80 MHzの超音波顕微鏡により，音速の
二次元分布を表示した(6)．
図 3は正常冠動脈組織の光学顕微鏡像（a．ヘマトキシリ
ン・エオジン染色）と超音波顕微鏡像（b．音速分布）であ
る．超音波顕微鏡像では内膜では音速が速く，中膜では遅
く，外膜では再び速くなっており，IVUSにおける冠動脈の
3層構造を裏付ける結果となっている．
図 4は音速の速いコラーゲン線維が主体の内膜肥厚が認め
られ，いわゆる安定プラークの状態と考えられる．図 5では
脂肪が存在していたことを示唆する空隙を覆う fibrous cap

と呼ばれる薄いコラーゲン線維が認められ，いわゆる不安定
プラークの状態と考えられる．注視すべきポイントは fi-

brous capの音速が遅いことである．これらのコラーゲンの
音速の違いは，コラーゲンの微細構造の違いに基づくとされ
ている．一般に，タイプ 1のコラーゲンは硬い機械的特性を
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図 2 超音波顕微鏡における平面振動子，音響レンズと対象物の
間の音響カプラの模式図



示すが，マクロファージを主体とする細胞の出現により，コ
ラーゲンが変性を受け，その機械的特性が脆弱になる．以前
は徐々に血管内腔が狭くなりやがては閉塞することが心筋梗
塞の原因と考えられていたが，現在では不安定プラークが破
綻することこそが心筋梗塞などの急性冠症候群の原因となる
ことが示されており，超音波顕微鏡による動脈硬化の病態解
明に対する有用性が示された一例である(10)．

7. 超音波顕微鏡による培養細胞の観察

細胞の力学的特性は様々な細胞機能に関係しており，その

特性は細胞内分子や細胞骨格の局在によって決定される．し
たがって，細胞の力学的特性は細胞内部構造や細胞機能に密
接に関係しており，超音波顕微鏡を用いた細胞の音響特性の
計測により，細胞の力学的特性を明らかにすることには大き
な意義がある(11)．
高分子フィルムの凹面振動子では 150 MHz以上の高周波
数超音波の発生が困難であったため，新たに開発した光学-
超音波ハイブリッド顕微鏡(12)では酸化亜鉛薄膜にサファイ
アロッドの音響レンズを装着した中心周波数 350 MHzの超
音波トランスデューサを計測に用いた．また，時間領域と周
波数領域の解析を組み合わせることで細胞の厚み，音速，音
響インピーダンスなどの音響特性の算出精度を向上させた．
図 6は C2C12細胞内部の音速及び音響インピーダンスの C

モード像と音響インピーダンスの Bモード像である．細胞
を三次元的に観察することで，細胞の核の音響インピーダン
スは低く，細胞骨格の音響インピーダンスは高いことが示さ
れ，生きている細胞のバイオメカニクス計測を実現した．
細胞の高精度な音響特性算出を実現することで，今後，力

学的特性の関わる疾患の機序解明や試薬の細胞に与える影響
の解明などに応用が期待される．

8. 光音響イメージング

ごく短い時間で発振する光源を物質に照射すると，物質中
の光吸収体が光エネルギを吸収し，熱エネルギに変換され
る．光吸収体はごく短い時間で温度が上昇し，光吸収体の内
部で瞬間的に圧力変化が生じる．光吸収体は光源パルスの照
射時間に応じて膨張・収縮を繰り返し，その際に発生する疎
密波が周囲の媒質に伝搬する．この現象は光音響効果と呼ば
れ，1880年に Alexander Graham Bellによって発表された現
象としても知られている．光音響効果により生じる光音響信
号の大きさ P(z)は式(5)及び(6)で示される(13)．

P(z)=ΓμF exp(−μz) (5)

Γ=
βυ



c
(6)

Γ：グリュナイゼン定数，β：体積膨張率，υ：物質の音
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図 3 正常冠動脈組織の a．光学顕微鏡像（ヘマトキシリン・エ
オジン染色）と b．超音波顕微鏡像（音速分布） 超音波
顕微鏡像は IVUSにおける冠動脈の 3層構造を裏付ける．

図 4 安定プラークの a．光学顕微鏡像（ヘマトキシリン・エオ
ジン染色）と b．超音波顕微鏡像（音速分布），音速の速い
コラーゲン線維が主体の内膜肥厚（C）

図 5 不安定プラークの a．光学顕微鏡像（ヘマトキシリン・エ
オジン染色）と b．超音波顕微鏡像（音速分布），脂肪が存
在していたことを示唆する空隙を覆う fibrous cap（F）と呼
ばれる薄いコラーゲン線維の音速は低い

図 6 C2C12細胞内部の a．音速及び b．音響インピーダンスの C

モード像と c．音響インピーダンスの Bモード像



速，c：定圧比熱，μ：吸光係数，F：照射された光の体表
でのフルエンス，z：体表からの深さである．
グリュナイゼン定数（Grüneisen parameter）は本来，結
晶全体の体積によって変化する結晶の格子振動の振動数を近
似的に一定とし，振動数の体積依存性を表す定数であるが，
式(6)に示すとおり音響的特性と熱的特性を関係づけるもの
である．
光音響効果を効率よく発生させるには，用いる光源のパル
ス幅 τに関して，式(7)及び(8)の条件を満たす必要がある．

τ≪τ=
d
υ

(7)

τ≪τ=
d 

4α (8)

τ：応力緩和時間，τ：熱緩和時間，d：光音響波を発生
させる立方体領域の代表的長さ，α：熱拡散係数である．
式(7)及び(8)はそれぞれ応力閉じ込め条件，熱閉じ込め条
件と呼ばれる．応力閉じ込め条件は光照射中の光吸収体にお
ける体積膨張の伝搬を無視できることを示し，熱閉じ込め条
件は光照射中の熱拡散を無視できる条件を示す．生体組織で
は τ≅60 ns，τ≅18 msとなり，これらの条件を満たすた
めにナノ秒パルスの光源を使うことで効率よく光音響波を発
生させることができる．このとき発生した光音響波は広い周
波数帯域をもち，その周波数特性は光音響波の発生源である
光吸収体の物性を反映する．また式(5)の吸光係数 μは物質
ごとに異なる．
生体組織中の血管内の主な光吸収体である赤血球ヘモグロ
ビンは波長 400及び 530 nm付近の光を多く吸収し，皮膚表
面付近に多く存在しているメラニンはほぼ全ての波長帯にお
いて光を大きく吸収する．そのため，同じ物質でも照射する
光源の波長によって発生する光音響波の強度は異なり，逆に
いうと物質特有の波長帯域の光を照射することで物質に特異
的な光音響信号を得ることができる．
2002年，ワシントン大学のWangらのグループが photoa-

coustic tomography による生体組織イメージングを発表
し(14)，その後相次いで微小血管のイメージングを発表して
以来(15)～(17)，光音響イメージングは全世界の生体光学及び超
音波医学領域の研究者を魅了し，21世紀前半において最も
進歩した医用イメージングといって過言ではない．
しかし，スケーラビリティという観点では，超音波イメー
ジングほどの広がりはない．これは，生体組織内での光の深
達度が低く，実用的には体表 2 cm程度でしか光音響信号を
発生できないからである．体内の診断については，体腔内光
音響イメージングの開発を待つことになる．

9. 光音響イメージングの種類と解像度

光音響イメージングの光源としてはナノ秒レベルの短パル
スレーザが多く用いられてきた．しかし，最近では短パル
ス・高出力の特殊な LEDを光源とする光音響イメージング
装置も市販されている．

光音響イメージングでは光の照射と音響（超音波）の受信
様式により大別すると，光音響トモグラフィー（PAT : pho-

toacoustic tomography），音響分解能光音響顕微鏡（AR-
PAM : acoustic resolution photoacoustic microscopy），光学分
解能光音響顕微鏡（OR-PAM : optical resolution photoa-

coustic microscopy），の 3種類の光音響イメージングが実用
化されている．一般的には，PAT, AR-PAM, OR-PAM の
順に解像度が高くなっていく．
PATの空間分解能は超音波のパルス幅や画像構築法など

の細かいパラメータなどの影響もあり，単純な数式では表す
ことができないが，およそ超音波トランスデューサの中心周
波数に依存する．
AR-PAMの空間分解能 Rは式(9)で示される．

R=0.71
λ

NA
=0.71

υ

NA⋅f
(9)

NA：トランスデューサの開口数，υ：媒質中の音速，
λ：超音波の波長，f：中心周波数である．
また，OR-PAMの空間分解能 Rは式(10)で示される．

R=0.51
λ

NA
(10)

NA：光学系の開口数，λ：レーザの波長である．
本稿では 3種類の光音響イメージングについて概説する．

10. 光音響トモグラフィー（PAT）

10.1 LEDを用いた PAT(18)

光源としてレーザの代わりに短パルス，高エネルギの
LEDを用いることで，シンプルな光音響トモグラフィーが
実現可能である．LEDを用いた PATは 2015年プレキシオ
ン株式会社（現在は CYBERDYNE 株式会社に事業譲渡）
から Acoustic Xとして市販された．図 7に示すとおり，中
心周波数 7 MHz，長さ 40.32 mm，素子間隔 0.315 mm の
128 chのリニアアレー型超音波トランスデューサの両側に
LEDアレー光源を設置することで光音響トランスデューサ
が構築されている．LEDアレー光源は直列 26個の素子 4列
からなり，1列めと 3列めには 820 nm，2列めと 4列めには
940 nmの LEDチップが配置される．LED光のパルス幅は
強度半値幅で 70 nsで，パルス繰り返し周波数 4 kHzで駆動
する．1パルスあたりの光エネルギは 820 nm光源で 64 µJ，
940 nm光源で 57 µJである．本システムでは超音波断層像
も画像化できるが，PAT 構築の際には光音響信号を更に
97 dBのアンプにより増幅することで，深さ方向に 1024個
（深さ約 38.4 mm）の超音波／光音響信号が取得可能である．
画像化領域は，横 40.32 mm，縦 38.4 mmである．
図 8aはヒト指の超音波＋光音響断層像で図 8bはトラン

スデューサを図 8aの断面に直交する方向に機械走査して，
三次元再構築したものを指の上方から俯瞰した像である．白
黒の超音波画像で指の構造，パワー表示で血管が認められる．
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10.2 パラボリックアレートランスデューサを
用いた PAT(19)～(21)

心臓や血管内の血球など速い動きのある組織は機械走査の
間に動いてしまい三次元画像構築が困難である．そこで，開
口角度 90° のパラボラアンテナ様の形状のパラボリックア
レートランスデューサを開発した．図 9はパラボリックア

レートランスデューサの外観と模式図で，256 個の直径
4 mmの LiNbO3（ニオブ酸リチウム：LN）コンポジット振
動子を七つのリング状に配置しており，中心にレーザ照射用
の穴が開いている．
超音波の送受信及び光音響信号の受信にはプログラマブル

超音波送受信装置（Vantage 256，Verasonics社）を用いた．
サンプリング周波数は 62.5 MHz である．光源として波長
410～1400 nm可変，パルス幅 6 ns，繰り返し周波数 20 Hz，
強度 5 mJの波長可変短パルスレーザを用いた．光ファイバ
を通して対象に照射したレーザスポット径は 1 cm程度で，
可視化領域 2 mm×2 mm×2 mmにほぼ均一な強度のレーザ
が照射された．
xy，xz，yz平面の 3断面についてはフレームレート 10 Hz

でリアルタイム表示が可能である．データ収集は 20 Hzで
行っているので，オフラインで三次元画像を構築した後はフ
レームレート 20 Hzの動画が観察可能である．図 10は手掌
の微小血管像である．動画像の観察により微小血管の中を赤
血球が移動する様子も観察可能であり，体内の微小血流可視
化技術として，現在，最も空間分解能が高いと考えられる．
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図 7 リニアアレー型超音波トランスデューサの両側に LED ア
レー光源を設置した光音響トランスデューサ

図 8 a．ヒト指の超音波＋光音響断層像，b．トランスデューサ
の機械走査による三次元再構築像

図 9 パラボリックアレートランスデューサの外観と模式図

図 10 AR-PAMによる手掌内の微小血管像



11. 音響分解能光音響顕微鏡（AR-PAM)(22)

株式会社アドバンテストとの共同研究により AR-PAM実
用機を開発し，光超音波顕微鏡 HadatomoTM Z（図 11）とし
て上市した．この装置では，微小血管の酸素飽和度の計測の
ために 532 nm と 556 nm と異なる波長のマイクロチップ
レーザ光源を一つずつ用いた．それぞれの光源の照射エネル
ギは 16 µJ/pulse 以下，パルス幅 10 ns，繰り返し周波数
2 kHzで，米国国家規格協会（ANSI）の安全基準の半分以
下を満たしている．
市販バージョンでは中心周波数 80 MHz，圧電材は

PVDF-TrFE，素子外形は 3.2 mm，焦点距離 4.0 mm，中心
の穴の直径 0.5 mmの単素子トランスデューサを用いたが，
研究専用機として中心周波数 60 MHz，圧電材が LNコンポ
ジット，光ファイバを通すために中心の穴の直径 1.0 mm，
素子外形は ch1 : 3.05 mm，ch2 : 4.26 mm，ch3 : 5.20 mm，
ch4 : 6.00 mm，焦点距離 6.0 mmのアニュラアレートランス
デューサを開発し，両者の画質や被写界深度（DOF）につ
いて比較した．
底面にフィルムを張った直径 3 cmの円筒状構造物に脱気
水を入れたアプリケータ内でボイスコイルによりトランス
デューサを二次元ラスタスキャンした．皮膚とフィルムの間

には超音波検査用ジェルを薄く塗り光音響信号の透過をよく
した．ラスタスキャンの 1 ステップ幅を 15 µm または
30 µmにすること，また 6 mm×3 mmまたは 6 mm×6 mm

の範囲を観察することが可能なシステムを構築した．
図 12はほほの皮下 0.5～1.0 mmの深さの超音波＋光音響

の最大値投影像（MIP : maximum intensity projection）であ
る．血管の酸素飽和度はカラー表示され，皮膚の毛包，皮脂
腺などの構造物は超音波により白黒表示されている．
アニュラアレートランスデューサによる DOF拡大を確認

するために，ヒト皮膚の血管網を中心周波数 80 MHzの単素
子トランスデューサと中心周波数 60 MHzのアニュラアレー
トランスデューサで観察した．焦点は皮下 0.5 mm に固定
し，図 13a は幾何学的焦点付近 0.5 mm 厚の単素子による
MIP像，図 13bは同部位のアニュラアレーによる MIP像，
図 13cは深さ 1 mm付近の単素子による MIP像，図 13dは
同部位のアニュラアレーによるMIP像である．焦点付近で
は単素子の方がアニュラアレーより周波数の高さを反映して
解像度が高い．しかし，深さ 1 mm付近では単素子は焦点か
ら外れているために感度が落ちているのに対し，アニュラア
レーでは不明瞭ながら血管網が観察されている．
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図 11 光超音波顕微鏡 HadatomoTMの外観
図 12 ほほの皮下 0.5～1.0 mmの深さの超音波＋光音響の最大値

投影像 MIP : maximum intensity projection.



12. 光学分解能光音響顕微鏡（OR-PAM)(23)

一般的に，数十MHz帯域の超音波のビーム幅は光よりも
広く，超音波イメージングでは往路復路ともに超音波が拡散
するが，光音響イメージングでは往路は光が照射されるの
で，超音波の拡散は復路だけであり，音と光を組み合わせる
ことで画像解像度が高くなることが期待される．このため，
臨床的シチュエーションでは使いにくいセッティングではあ
るが，図 14のように細胞の下方からレーザを照射し，発生
した光音響信号が上方に設置された超音波トランスデューサ
により受信されるような OR-PAM システムを構築した．
レーザ照射には波長 532 nm，パルス幅 6 ns，繰り返し周波
数 10 kHzのレーザを用い，ビームエクスパンダ，中性濃度
フィルタ，開口数 0.13の対物レンズによりコア径 3 µmのシ
ングルモードファイバにカップリングした．光ファイバより
照射されたレーザ光は 50倍の対物レンズにより集光され，
光学収差が無視できる程度の厚み 10 µm のプラスチック
ディッシュの底を通して細胞に照射された．発生した光音響
信号は中心周波数 50 MHz，直径 2.4 mm，焦点距離 3.2 mm

の PVDF-TrFE製の凹面振動子により検出された．光音響
信号の強度は極めて小さいため，低ノイズアンプにより
28 dB 増幅し 8 bit の高速デジタイザによりサンプリング
レート 5 GS/sで取得した．更に 100回の平均化を施して 1

ポイントのデータとした．レーザの光軸と凹面振動子の焦点
を完全に一致させ，ディッシュを固定した試料保持台をピエ
ゾ素子による精密 xyステージコントローラで機械走査する
ことで 200×200ポイントの光音響信号を取得した．全ての
機器のコントロールは LabVIEWで行い，MATLAB 2018a

でオフライン解析して画像化した．
この OR-PAM システムの理想的な方位分解能は，波長

532 nm，対物レンズの開口数 0.42から計算すると 650 nm

である．また，距離分解能は超音波トランスデューサの受信
スペクトルのピークが 61 MHzであるので 22 µm程度にな
る．したがって，対象物の光音響信号の三次元分布を得るこ
とはできるが，実質的には上部から俯瞰した Cモード像を
もってこの OR-PAMの性能評価を行った．図 15は USAF
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図 13 a．焦点付近 0.5 mm厚の単素子による MIP像，b．同部位のアニュラアレーによる MIP像，c．深さ 1 mm付近の単素子による MIP

像，d．同部位のアニュラアレーによるMIP像

図 14 OR-PAMシステムの模式図 細胞の下方からレーザを
照射し，発生した光音響信号が上方に設置された超音波ト
ランスデューサにより受信される．



1951分解能ターゲット（Thorlabs社）のグループナンバー
7 の部分の光音響画像で，200 µm×200 µm の領域を
0.25 µmステップで可視化したものである．分解能ターゲッ
トで 2.19 µmまで可視化できたが，光音響信号の立ち上がり
などを計測した結果，方位分解能は 660 nmであることが示
された．
図 16aは赤血球モデルとして用いた直径 10 µmの赤色ポ
リスチレン球の OR-PAM像と強拡大像（図 16b）である．
図 17はウシ赤血球（直径 5 µm程度でヒト赤血球よりも小
さい）の OR-PAM像（a）と強拡大像（b）である．ポリス

チレン球の方は中心近くの光音響信号が強く，赤血球は周辺
が強い．これは対象物の形状に起因し，相対的に厚い部分か
らの光音響信号が強いためと考えられる．

13. まとめ

本稿では高い周波数になると解像度が向上するスケーラビ
リティを有する超音波／光音響イメージングについて，特に
生体組織計測への応用を中心に紹介してきた．
医療従事者の常識としては，超音波はマクロレベルの観察

法であり，ミクロレベルの超音波画像は非常識であったが，
最近ようやく市民権を得たような気がする．これは中心周波
数 60 MHzの IVUS（VISICUBE®）や中心周波数 70 MHzの
超音波診断装置（富士フイルム SonoSite Vevo MD®）が臨床
応用されたことに起因するのだろう．
光音響イメージングについては，光の深達度が現実的には

2 cm程度にとどまり，そのスケーラビリティは超音波より
も低いが，体腔内での使用が可能なシステムが開発された
り，血流や酸素飽和度だけではなく血糖の分布・代謝などが
体外から計測できたりするようになると，超音波とは異なる
道筋で発展していくことが期待される．
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解 説 論 文

胆道閉鎖症早期発見のための母子健康手帳
便色カードの開発
Development of the Stool Color Card for Early Detection of Biliary Atresia

土田 勝 Masaru TSUCHIDA

中島英規 Hidenori NAKAJIMA

郡司秀明 Hideaki GUNJI

アブストラクト 胆道閉鎖症の早期発見，治療を促す便色カードは，母子保健法施行規則の一部を改正する省令（平成
23年 12月 28日厚生労働省令第 158号）により，母子健康手帳に掲載することが義務付けられた．2021年で省令施
行 10年，本年 2022年で配布 10周年となる．本稿では，分光スペクトルデータに基づいた便色の分析結果や，分光
レタッチを用いた便色カードの制作手順に加え，省令に採用された印刷色の仕様を示す．また実際に配布された数種
類の便色カードの印刷色の評価結果を紹介する．

キーワード 胆道閉鎖症，便色カード，色再現，分光反射率，マルチバンド画像，分光レタッチ
Abstract The stool color card for the early detection of biliary atresia has been developed using multispectral images of stools of

newborns. The color and its reflectance were measured and analyzed spectrally and used to design the stool color card. The

representative texture was selected by medical specialists from color images reproduced using six-band images. The spectral
reflectance of the images was replaced and edited in accordance with the result of spectral and chromaticity analysis. Since 2021,

the stool color card has been included in the Maternal and Child Health Handbook that is distributed to all pregnant women by

their respective local government in accordance with the Maternal and Child Health Law in Japan.

Key words Biliary atresia, Stool color card, Color reproduction, Spectral reflectance, Multiband image, Spectral retouch

1. はじめに

胆道閉鎖症は，新生児及び乳児の肝臓と十二指腸をつなぐ
肝外胆管が原因不明の硬化性炎症によって閉塞，破壊あるい
は消失するために，肝臓から腸へ胆汁が出せない病気であ
る．生まれてくる子供 9,000～1万人に 1人がかかる稀な病
気で，同年齢の肝臓・胆のうの病気の中では最も重いもので
ある(1)．重度の胆道閉鎖症と診断された場合の寿命は半年く
らいといわれている．男女比は 0.6対 1と女児に多く発生し
ている(2)．
手術を行った時期が生後 60日以内と 60日以降とで自己肝

生存率を比較すると（カッコ内が生後 60日以降），術後 1年
85.7%（69.0%），術後 10 年 77.3%（47.8%），術後 20 年
73.5%（39.8%），術後 25年 59.7%（27.3%）との調査結果が
あり(3)，生後 60日以内での早期発見，施術が望まれている．
胆道閉鎖症の最終的な確定は開腹手術後でなければ不可能

だが，術前の判定には従来血液検査，便色判定などが使用さ
れていた（図 1）．その中でも経済性や手軽さから，新生児
の胆道閉鎖症判定には 1994 年に開発された松井式便色カ
ラーカードが広く使われていた（図 2）．松井式便色カラー
カードが最初に考案された時代はディジタル画像処理の黎明
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図 1 便色の違い 左が胆道閉鎖症の典型的な症状である灰白
色便で，右が正常な着色便．

図 2 松井式便色カラーカード 便の画像部分のみ抜粋．



期であり，ほぼ全てがアナログ的な処理により行われた．ま
た医師の経験的かつ試行錯誤の結果完成した経緯があり，
1990年代後半には幾つかの改良要望も出始めていた．
初期の松井式便色カラーカードの課題の主なものとして以
下が挙げられていた．
1. 病気を判別するということを主目的に経験的に作られ
ていたので，チャートの色が等間隔には並んでいない．

2. カラーカードのサンプルが全て異なる便のため，一般
の使用者（保護者）は色だけでなく便の形状，テクス
チャにも判断結果が左右されてしまう．

3. アナログ的に作成され改良が繰り返されてきたために，
カラーカードの画像を数値的に解析することが難しい．
またオリジナルの画像も残っていない．

4. 印刷工程がアナログ技法で管理されていたため，改良
や二次展開する際にデータの提供が困難であった．

2000年代に入り，ディジタル撮影，カラーマネージメン
ト技術，印刷技術が大きな進歩を遂げ，これらを用いて便色
カラーカードの問題点の解決に取り組むこととなった．作成
作業は国立成育医療センターが中心となり進められた．健常
者と罹患者の便の分光計測とマルチバンド撮影，分光データ
の分析と画像の編集，ディジタルカラーマネージメントを用
いて便色調画像を作成，また実際に配布を想定した便色カー
ドのデザインを考案した．その成果物を更にブラッシュアッ
プし印刷時の仕様を策定し，母子保健法施行規則の一部を改
正する省令（平成 23年 12月 28日厚生労働省令第 158号）
により，母子健康手帳に掲載することが義務付けられた．
2021年で省令施行 10年，本年 2022年で配布開始 10年めと
なる．
本稿では，便色カードの制作技術に加え，省令に採用され
た仕様，また実際に配布された便色カードの色の検証結果な
どを紹介する．第 2章で便色カラーカードの作成手順を示し
た後に，第 3章では便の分光反射率及び画像の取得方法を，
第 4章では得られたデータからの色彩分析の結果を述べる．
第 5章では画像からの分光反射率の推定手法を述べる．第 6

章では分光レタッチによるカラーカードの作成手法について
述べ，最終的に作成された 7種類の色を示す．第 7章では，
幾つかの自治体で実際に配布された便色カードを回収し，そ
の色を分析した結果を紹介する．そして第 8章で本稿のまと
めを述べる．

2. 便色カラーカードの作成手順

以下に便色カラーカードの作成手順を述べる．
［手順 1］ サンプルの便の分光反射率を分光放射輝度計で，

また便の色とテクスチャは 6バンドカメラを用いて画像
として記録する．

［手順 2］ それぞれのサンプル便について，分光反射率及び
色彩に関する数値解析を行う．

［手順 3］ 現状の松井式便色カラーカードの色を参考に，カ
ラーマネージメントモニター上で代表的な便を 7種類選

別する．
［手順 4］ 選別された 7種類の便の色を，色空間内で等間隔

になるように調整する．
［手順 5］ 画像の中から平均的な便の形状（テクスチャ）を

選択し，その画像に手順 4で選別された 7種類の便の分
光反射率を付与する．

［手順 6］ 得られた分光画像からカラー画像を作成，テクス
チャなしのカラーパッチとともにインクジェットプリン
タで便色カラーカードを出力する．

［手順 7］ 出力した便色カードの試作品を専門の医師などに
評価してもらい，意見を聞きながらカードのデザインや
画像を微調整する．

［手順 8］ 手順 4～7を繰り返す．
［手順 9］ 印刷工程においては ICCプロファイルに基づい

たカラーマネージメントシステムワークフロー及び
CTP (注1)出力でディジタル処理を徹底し，最終的な納品
までの色の品質管理を CIE Lab値(注2)で行う．
便の画像はそのテクスチャを統一したため，従来の便色カ

ラーカードの運用時と比較して，色に集中した判定ができる
というメリットがある．また便色の配置は物理的な計測値に
基づいている点が，従来の経験的に作成されたものと異な
る．

3. 便の分光反射率の計測と画像撮影

新生児・乳児の便のサンプルは，国立栃木病院（現：国立
病院機構栃木医療センター）で冷凍保存されていた胆道閉鎖
症患者の便と，国立成育医療研究センター病院で採取された
健常者，胆道閉鎖症疑いの患者の便及び確定された患者の
便，合計約 200点を使用した．図 3に計測風景を示す．照明
は人工太陽灯照明（SOLAXTM 100 W，セリック）を，分光
スペクトルの計測には分光放射輝度計（SR-3，トプコン）
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(注 1) CTP : Computer to Plate.

(注 2) CIE：国際照明委員会（仏語の Commission internationale de l’éclairage
の略）．

図 3 便の計測風景



を，画像の撮影には RAW画像の出力が可能なディジタル
一眼レフカメラ（D700，ニコン）を使用した．カメラレン
ズの前には，くし型の分光透過特性を有する特注フィルタを
配置し，同じアングル，同じ露出条件にてフィルタあり／な
し（通常撮影される RGB 画像の撮影）の計 2 回の撮影を
行った．この撮影方法により，400～680 nmの波長範囲を 6

分割したマルチバンド画像に相当する情報が得られる（以
降，6 バンド画像と呼ぶ）(4)．人工太陽灯照明の前にはト
レーシングペーパを配置し拡散光を作り，陰影のコントラス
トを軽減させた．また後日の色の確認用に，便の脇に色票及
び松井式便色カラーカードを配置した．図 4，5に，照明光
の分光スペクトル及びフィルタあり／なしの状態でのカメラ
の分光感度を示す．照明光のスペクトルには，蛍光灯で見ら
れるような輝線（特定の波長でのピーク）はなく，ほぼ連続
した分布となっていることが確認できる．分光反射率は，計

測された便からの反射スペクトルを，同じ環境で計測した標
準白色板からの反射スペクトルで割り算出した．また 6バン
ド画像からも，ウィナー推定法により画素単位で便の分光反
射率が推定できる(5)．図 6にフィルタあり／なしで撮影した
画像の例を示す．
今回，健常者の便に加え，胆道閉鎖症及び胆管炎の患者の

手術前・術後経過の数例に関しても計測，撮影を行った．集
まった便は 94サンプルで，それぞれに対し約 10～20点の分
光スペクトルデータを計測した．

4. 便の色彩及び分光スペクトルの分析

初めに便の色の CIE Lab空間上での分布を調べた．以降
のグラフでは，全 94サンプルから抽出した 23サンプルに関
するデータ 220個をプロットしたものを示す．その内訳は次
のとおりである．
・胆道閉鎖症 14サンプル（142データ）
・胆管炎 4サンプル（29データ）
・正常 5サンプル（49データ）
※医師が画像を見て選択した代表的な 5色

図 7(a)は a＊-b＊ 平面上における各データの分布を示して
いる．赤色の■は胆道閉鎖症，緑色の▲は胆管炎，青色の×
は正常の便である．分布に重なりがあるものの，異常便は正
常便の a＊ 値と b＊ 値がともに減少する傾向にあることが分
かる．正常な便サンプルの色の一部が白色点や胆道閉鎖症の
サンプル付近にも分布しているが，これは便からの反射光に
照明光の反射（光沢）成分が幾らか含まれていたためである
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図 4 人工太陽灯照明の分光スペクトル分布

図 5 カメラの分光感度

図 6 撮影画像の例 左：フィルタなし，右：フィルタあり．

(a)各症例の便色

(b)各症例の平均値

図 7 CIE a＊-b＊ 平面上での便色の分布



と考えられる．
図 7(b)は各症状のデータの平均値をプロットしたもので

ある．これらのグラフより，各データがおおむね直線状に分
布していると考えられる．また各データは，正常→胆管炎→
胆道閉鎖症と順に白色点へ向かって分布していることが分か
る．このことは，青みが徐々に増した結果，便色が白っぽく
なっている（色味が薄くなり無彩色に近づく）ことを意味す
る．
次に便の分光反射率の計測結果について述べる．図 8に正
常便及び胆道閉鎖症の便の分光反射率を示す．グラフを見や
すくするため，46データのみを示している．大まかな傾向
としては 400 nmから 500 nm付近までの傾き，また 530 nm

から 600 nm 付近のピークに違いがある 2 系統に分けられ
る．次に写真を見ながら便を胆道閉鎖症（灰褐色）と正常便
4 色に分類し，各々の分光反射率の平均値を算出した（図
9）．写真の右横には同じ面積で切り出した画像（上）と，そ
の平均画像（下）を示している．分光反射率を比較すると，
500 nm以下と，560 nm付近のスペクトル形状に特徴がある
のが分かる．なお，分光反射率を主成分分析した結果では正
常便と異常便の分離ができそうな感触が得られた．本稿では
ページの都合で一部の結果のみを紹介するが，詳細は文献
(6)を参照されたい．
次に，胆道閉鎖症患者の手術前と手術後の便の分光反射率
の変化を調べた．図 10に手術前，手術後最初，手術後 7日
めの便の分光反射率を示す．図 10(a)には参考として，胆道
閉鎖症に似て胆汁の流れが悪くなる胆管炎の手術前，手術後

7日めの便の分光反射率も表示しており，胆道閉鎖症の便と
似た傾向にあることが分かる．図 10(b)では，胆道閉鎖症の
便に関する分光反射率の平均値を示す．この結果からは，手
術後の便の分光反射率が徐々に正常便に近づいていく様子が
確認できる．これらの結果は，腸に流れ込む胆汁の量が便の
色に影響を与えている可能性を示唆している．
次に分光反射率を主成分分析した結果の一部を示す．図

11に正常便から求めた分光反射率の主成分の累積寄与率と
第 1～3主成分（グラフ上では正負を反転して表示）を示す．
累積寄与率を見ると，第 3主成分までで 95.5%，第 6主成分
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図 8 便の分光反射率

図 9 便色と分光反射率

(a)胆道閉鎖症と胆管炎の便の分光反射率

(b)胆道閉鎖症の便の分光反射率の時間変化（各反射率の平均値）

図 10 手術前と手術後の便の分光反射率の比較

(a)累積寄与率

(b)第 1～第 3主成分

図 11 正常便のサンプルから算出した分光反射率の主成分



までで 99.4%となっており，適切な条件であれば 6バンド
程度の情報で分光反射率を高精度に再現できることが推察さ
れる．また主成分の波形を見ると，第 2主成分が負の方向に
増えると 550～720 nm（緑色～赤色に相当）の範囲で反射率
が増大し，また第 3主成分が負の方向に増えると 540 nm以
下（青色～緑色に相当）の範囲で反射率が増大すると読み取
れる．
次に第 2-第 3主成分軸に投影した結果について，それぞ

れのサンプルがどのような色，状態なのかをラベリングし色
付けした結果を図 12に示す．このグラフからは第 3主成分
の値が負の方向に大きいほど，陽性である可能性が高いと考
えられる．この傾向が分かりやすい例として，胆道閉鎖症
（術後 3）に対応する分光反射率に注目する．Sample 1，3は
短波長側（550 nm以下）の波形はほぼ一致しており，長波
長側（550 nm以上）で僅かに差がある．この差が第 2主成
分方向の差と考えられる．一方で sample 1，3と sample 2，
4と比較すると，短波長側で大きな差が見られる．sample 2

と 4の間にも差が見られ，これらが第 3主成分方向の差とし
て表れたと考えられる．また sample 2，4の間には長波長側
にも差が見られ，これが第 2主成分方向の差として表れてい
ると考えられる．

5. 画像からの分光反射率の推定技術

本節ではウィナー推定を用いての，マルチバンド画像から
の分光反射率推定手法について簡潔に述べる．詳細について
は文献(3)，(4)を参照されたい．図 13に照明光が物体に当
たり反射され，カメラにてディジタル信号として記録される
流れを示す．ここでは分光スペクトル情報をベクトル（次元
数は L，すなわち ℝ）として表記する．照明光スペクトル

を W（L×Lの対角行列で対角成分が照明光スペクトル），
物体表面の分光反射率を f，N バンドカメラの分光感度を
S，画像の画素値を c (∈ℝ)とすると．画素値と分光反射率
の関係は式(1)で表すことができる．

c=SWf=Hf (1)
ここで SWはシステム行列 Hとみなすことができ，その逆
行列M求めることで分光反射率 fを推定することができる．

f=Mc (M=RH (HRH )) (2)
ここで Rは分光反射率に関する統計情報である．一般的に
分光反射率はそのスペクトル形状が滑らかであることから一
次マルコフ性が仮定できることが多く，その場合に Rは次
式で表現できる．

R=
1 ρ ρ ⋯ ρ

ρ 1 ρ ⋯ ρ

ρ ρ 1 ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

ρ ρ ⋯ ⋯ 1
 (3)

L は行列 W の要素数（W：照明光スペクトル，380～
780 nmで 1 nm間隔の場合は L=401）である．0≤ρ≤1で
あり，経験上 ρ=0.999が用いられることが多い．

6. 分光レタッチによるカラーカードの作成

今回は画面上での見た目の色を編集・調整するのではな
く，被写体固有の物理特性である分光反射率を置換・編集す
ることで，見た目の色の物理的なシミュレーションを行っ
た(7)．図 14に我々が開発した分光レタッチソフトのスペク
トル編集画面の GUIを示す．画像上の 1点若しくはある領
域を指定し，その点・領域に対応する被写体の分光反射率を
グラフとして表示する．表示された分光反射率を手動で編
集，若しくはファイルから読み込んだ分光反射率に置き換え
ることができる．編集した結果の分光反射率は，照明光スペ
クトルやカメラの分光感度などの情報を用いた撮影シミュ
レーションを経てマルチバンド信号に変換され，画像の元の
画素値と置き換えられる．また画面上で選択・編集した分光
反射率をファイルとして出力し，その結果を別の画像に適用
することも可能である．今回は撮影した便のサンプル画像か
らテクスチャ情報に加え，代表的な色の便の分光反射率を取
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図 12 第 2，第 3主成分軸への投影結果

図 13 反射のモデル化



得し，この分光レタッチの技法を用いて，新たな便色チャー
トで使用するパッチ画像を作成した．
以下にパッチ画像の作成手順を示す．
①撮影した画像の中からパッチとして切り出した際に，便
らしく見えるテクスチャを選定し抽出する．
②撮影した画像の中から代表的な色の便サンプルを選択
し，その画像中から分光反射率を抽出する．
③②で抽出した分光反射率に標準光源のスペクトルを掛け
合わせ，一度 CIE-Lab色空間に投影し，Lab空間上で
の間隔を調べる．
※ CIE-Lab色空間は均等色空間の一つであり，色空間
上での距離が，人間が知覚する色の差に比例する．

④ Lab空間上でサンプル色の間隔が等間隔になるように，
画像から抽出した色の間を補間する．その中間色の生成
の際において，直接 Lab値を編集するのではなく，分
光反射率の波形を変化させることで補間データを作成す
る．なおこの補間処理の際，4章の計測・分析で得られ
た知見を利用する．
⑤②で得られた分光反射率及び④で生成された分光反射率
を①で選択されたパッチ画像に割り当てる．
⑥分光反射率を割り当てたパッチ画像を 6バンド画像に再
変換し，ファイルに保存する．
⑦ 6バンドのパッチ画像を所定の照明条件下での RGB画

像に変換し，チャート上に配列する．
図 15に完成したパッチ画像を示す．上の行がテクスチャ

ありの画像，下の列はテクスチャなしの画像である．先に述
べたとおり，1～7番のテクスチャは同じものを使用してい
る．
その後，印刷工程など考慮した上で表 1に示す Lab値や
印刷条件が定められ，厚生労働省令及び「母子健康手帳にお
ける便色カードの作成等の要領について」として各自治体へ
周知された．
［印刷用紙］
印刷用紙は，アート紙又はコート紙を用いること．
［印刷色］
（前半部省略）可能であれば，Labを用いること．Labでは，
ΔE 3以内であれば満足できるレベルである．（中略）国立成
育医療研究センターにおいては，便カラーチャートの色調に
関する技術的助言も行う．
※著者補足：厚生労働省の省令には明記されていないが，国
立成育医療研究センターでは照明光は D50，2度視野にて
分光測色計（i1 Pro, x-rite）での計測を想定している．

［印刷方法］
Japan Color 2001 Coated基準で作成された PDF/X-1aを，

Japan Color 2001 Coated基準で印刷すること．また，便色
カードは症例様式 19頁および 20頁に綴じ込み又は添付する
こと．
デザインの特徴としては以下の点が挙げられる．
（a）便の画像はそのテクスチャを統一したため，従来の便

色カラーカードの運用時と比較して，判定時には色に
集中できる．

（b）便の画像の横にテクスチャなしのカラーパッチを配
置することで，より正確な色の判断が可能になる
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図 15 完成したバッチ画像

表 1 便色カードの色の指定

図 14 分光レタッチソフトのスペクトル編集画面



（c）便色のラベル付けは，現場での混乱を防ぐため従来の
便色カードを踏襲した．

7. 配布済みの便色カードにおける印刷色の分析

2018年に配布された母子健康手帳のうち，入手できた 9

種類の便色カードの印刷色を計測し，その傾向を調べた．計
測は人工太陽灯照明下（SOLAXTM 100 W，セリック）にて
分光放射輝度計（SR-3，トプコン）を使用して行った．な
お分光放射輝度計との計測距離と視野角を調整し，各便色画
像の大部分が計測スポットに入るようにしてから計測を行っ
た．したがってテクスチャありの画像に関しては，画像全体
の平均値に相当するデータが得られている．最初に，印刷色
の管理が最も適切に実施されていると思われる国立成育医療
センター病院（東京都世田谷区）で配布された便色カードの
計測結果を図 16に示す．点線で描かれた円の中心が省令で
の仕様値，半径が Lab色差 3に相当しており，この円の中
に入っていれば合格となる．青い点でプロットされているの
がテクスチャなしの画像，橙色の点でプロットされているの
がテクスチャありの画像のデータを示している．今回の計測

では，全ての便色が仕様範囲内に収まるように印刷されてい
ることが確認できた．
次に，ほかの 8種類の便色カードに関しても同様に印刷色
の計測を行い CIE-Lab値を算出した．図 17にテクスチャな
しの便色画像に関する，各便色カードの色の分布を示す．横
軸を画像のラベル番号，縦軸を b＊ とし，陰性と陽性それぞ
れの印刷色が正しい結果の範囲に収まっているかが確認でき
る．陽性と陰性の境界であるラベル 3と 4の色が特に重要だ
が，自治体 Cのラベル 2の画像（明らかに陽性）が「疑い
あり」相当の色に，またラベル 3の画像（陽性側の境界）が
明らかに陰性の色に印刷されており，これらの印刷色では陽
性を陰性と誤判断する可能性がある．また自治体 Dのラベ
ル 4（陰性側の境界）に関しては陽性側にずれており，これ
は陰性を陽性と誤判断する可能性がある．今回は 9自治体と
サンプル数が少なかったが，厚生労働省が定めた仕様を満た
していない便色カードが見つかった．原因は，印刷工程での
カラーマネージメントが不十分であること，各自治体での品
質検査体制が不十分であること，また印刷物の保管環境に起
因する経時劣化などが推測される．

8. おわりに

本稿では，胆道閉鎖症早期発見を目的に母子健康手帳に掲
載されている便色カードの開発背景と，画像の制作で用いた
通常便と異常便の分光反射率の分析結果，及び画像処理技術
について解説した．加えて，実際に配布されていた便色カー
ドの印刷色の定量評価を行った．
便の分光反射率の分析では，これまで主観的に行われてい

た便色の評価が測色的にも正しかったことの裏付けができ
た．更に分光データの解析が，より正確な判断を行うための
指標となりうる可能性を示した．実際に配布されていた便色
カードの印刷色の評価では，製作会社により色再現精度にば
らつきがあることが確認された．印刷物は多様な育児環境で
の使用において，また掲示することでの啓発活動にも有効で
ある．一方で生活様式のディジタル化が進み，母子健康手帳
もスマートフォンなどでのモバイル端末上で利用したいとの
声もある．一部の自治体ではディジタル版の母子健康手帳の
実証実験が進められている．一方で，AI技術を用いて便色
の判定を行う試みもあるが，未だ RGB画像の解析の域を超
えていない．便に関する情報活用は乳幼児の胆道閉鎖症の早
期発見だけでなく，成人に対しても疾病の早期発見や健康管
理に有効と考えられる．分光情報などを蓄積した大規模デー
タベースの開発と，物理的に裏付けられた便色判定技術の開
発が望まれる．
謝辞 胆道閉鎖症の早期発見を目的とした便色カードを開

発し，本研究の遂行を含め，長年にわたり便色カードの普及
にご尽力された国立成育医療研究センター病院名誉院長の松
井陽博士（故人）に感謝と追悼の意を捧げます．また本稿で
紹介した便色カードの作成に協力頂いた，国立病院機構栃木
医療センター臨床研究部長小児外科の羽金和彦医師（現：宇
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図 16 東京都世田谷区で配布されている便色カードの印刷色の評
価

図 17 便色カードの印刷色の評価結果



都宮市保健所長），カメラマンの阿部充夫氏（現：長岡造形
大学教授），元社団法人日本印刷技術協会客員研究員の庄司
勝氏に感謝いたします．
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目視外飛行するドローンをつなぐ無線技術
─マルチホップから高高度プラットホームまで─
Wireless Technologies to Connect Drones Under Beyond-Line-of-Sight Conditions
：From Multi-Hop to High Altitude Platform

三浦 龍 Ryu MIURA，松田隆志 Takashi MATSUDA

単 麟 Lin SHAN， 小野文枝 Fumie ONO

松村 武 Takeshi MATSUMURA

アブストラクト 物流・空撮・点検・農業・災害対応などの分野において，山間部や離島，更には都市上空を目視外でた
くさんのドローンが飛び交う時代がすぐそこまで来ている．しかし，その安全を確保するためにはドローン自体の信
頼性の向上や運航管理システムの整備と並び，無線通信技術が重要な役割を果たす．本記事では，NICTで取り組ん
できた見通し外通信技術や機体間通信技術について紹介するとともに，来たる 6G時代での実現が期待される超カバ
レッジ技術の一つとして研究開発が始まっている高高度プラットホーム（HAPS）を中継したドローンとの広域通信
手段確保についての取組みにも触れる．

キーワード ドローン，目視外，マルチホップ制御通信，機体間通信，高高度プラットホーム局（HAPS）
Abstract The age of drones flying above urban, mountain, and island areas for applications such as transportation, aerial

photography, inspection, agriculture, and disaster mitigation is fast approaching. Wireless technology plays a significant role in

operating drones safely, in addition to improved drone technology and unmanned aircraft traffic management（UTM）systems.

In this article, we present the techniques of beyond-line-of-sight（BLOS）command and telemetry communications and

vehicle-to-vehicle（V2V）communications, which have been developed by NICT. Furthermore, we give a brief introduction to

the R & D of a wide-area communication system for drones via a relay using a high-altitude platform station（HAPS), which
has been started as one of the technologies to provide “supercoverage” in the coming 6G Era.

Key words Drone, Beyond-line-of-sight（BLOS), Multihop control communication, Vehicle-to-vehicle communication, High-
altitude platform station（HAPS）

1. はじめに

2015年 9月に航空法が改正され我が国で初めて「無人航
空機」が定義されて以来，物流・空撮・点検・農業・災害対
応などの分野において，特に小形無人航空機（以下，ドロー
ン）の利活用が進んでいる．その国内市場規模は 2020年度

で約 1800憶円，その 5年後の 2025年度には約 6500憶円ま
で成長するとの予測も出ている(1)．その飛行範囲も当初は主
に操縦者から目に見える範囲（目視内）に限定されていた
が，最近では操縦者から目に見えない遠方までの飛行が必要
なケースも増加してきている．また，墜落や制御不能などの
事故も増えた．ドローンが危険なものという印象が国民に定
着してしまうと，その普及や市場の形成を阻害する可能性が
ある．このため政府はドローンの安全な普及を図ることを目
指し，2016年に初めて「空の産業革命に向けたロードマッ
プ｣(2)を策定し，目視内飛行を前提とするレベル 1（操縦）
とレベル 2（自動・自律）及び目視外飛行を前提とするレベ
ル 3（無人地帯上空）とレベル 4（有人地帯・第三者上空）
の 4段階のドローンに関する環境整備（制度）と技術開発の
各段階ごとの到達目標を示した．このうち，レベル 3までは
2018年頃までにほぼ制度と技術の両面で達成できたが，最
もハードルの高いレベル 4は未達成であり，2022年度まで
にこれを実現すべく，更なる制度改正の検討が精力的に行わ
れ，2021年 6月に機体の認証や操縦者の技能要件などを定
めた改正航空法が成立した．
一方，ドローンは基本的に目視外飛行であっても現実の

様々な飛行環境での安全性を確保するため，現時点では原則
として飛行中は常に操縦者との間で無線通信が確立している
ことが求められており，GNSSによる自律飛行が可能であっ
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ても，無線通信が重要な役割を担っている．また特に目視外
飛行では数 km以上にわたる長距離通信が必要となるが，従
来主にドローンで使われている 2.4 GHz帯のコントローラ
（プロポ）による通信や無線 LANによる通信は届かないだ
けでなく，地上の無線 LANなどから干渉を受けるリスクも
大きい．2.4 GHz帯以外にもドローンの長距離通信に利用可
能な周波数は 1.2 GHz帯やアマチュアバンドなどがあった
が，チャネル数が少なく業務用としては不十分な状況であっ
た．このため総務省は 2016年に「無人移動体画像伝送シス
テム」を制度化し，空中線電力を 1 W まで可能にする
5.7 GHz帯，2.4 GHz帯，169 MHz帯の三つの周波数帯をド
ローンやロボットでの画像通信や制御通信に利用可能とした
（169 MHz 帯は上空での空中線電力は 10 mW まで)(3)．ま
た．これまで上空では利用できなかった携帯電話の周波数の
上空利用を解禁し，携帯電話のサービスエリア内であれば，
距離に関係なく携帯電話ネットワーク経由でドローンの飛行
制御，テレメトリー，画像通信などが可能になった(4)．更に
は衛星通信システムを搭載したドローンの実験なども行われ
ている．
このように，ドローンに関する急速な技術の進展とニーズ
の拡大に合わせ，その法制度も充実してきているが，無線通
信に関してはレベル 4の普及を前提とするとまだ多くの課題
がある．例えば，通信距離とは別に，山や建物などの障害物
で電波が遮断される「目視外かつ電波見通し外」での通信を
どう維持するか．携帯電話や衛星通信などのネットワークを
用いればこの問題は解決できるが，それらは必ずしも万能で
はない．サービスエリア，コスト，災害時の運用性，干渉や
通信容量などの課題がある．また目視外飛行では操縦者の目
の届かないところでほかのドローンや有人航空機などとの間
の安全を確保する必要があるが，これを現実的な方法でどう
実現するか．
以上述べた状況を踏まえ，本稿では，これまで国の研究開
発プロジェクトの元で情報通信研究機構（NICT）が産学と
連携して取り組んできた目視外飛行するドローンの安全運航
のための無線通信技術について，地上や宇宙の既存の通信イ
ンフラに依存しない方法や新たな通信インフラによる方法の
開発事例を幾つか紹介する．

2. 障害物を越えてドローンを操るコマンド・テレメトリー通信技術

目視外飛行では，操縦者とドローンの間で見通しが確保さ
れていても電波が届く距離よりも離れてしまう場合や，途中
に山や建物などの障害物があって直接電波が届かない場合な
どでの運用が想定される．例えば，山の反対側の集落まで物
資を運ぶ，尾根を越えて設備の点検を行う，入り組んだ谷の
奥での災害状況を調査するなどのシーンである．こうした場
合，これまでは足場の悪いところを操縦者が飛行場所の近く
まで移動するか，全球航行衛星システム（GNSS）による自
己位置把握を前提に完全自律飛行で飛ばすしか方法がなかっ
た．後者の場合は，飛行中，ドローンがどこを飛んでいるか

操縦者が把握することはできず，また途中で飛行経路変更や
帰還のコマンドを送信することもできなかった．
このような状況に対応するため，NICTでは通信経路の途

中の上空に中継用のドローンを 1～2機飛行させ，これを経
由し，920 MHz 帯の特定小電力無線局（免許不要）及び
169 MHz帯の無人移動体画像伝送システム（免許必要）の
どちらかを選択できるようにして，双方向マルチホップ中継
回線を構築する方法の開発と実証を行ってきた．これを我々
は「コマンドホッパー」と命名し，次節で述べる機体間位置
情報共有技術とともにこれまで様々な文献で紹介してきた
（図 1)(5), (6)．なお，920 MHz帯の特定小電力無線局は送信出
力 20 mW以下で運用することとなっており，169 MHz帯無
人移動体画像伝送システムとともに上空利用が可能である．
この技術は，地上制御局，中継局 1及び 2，端末局の 4つ

の局からなるネットワークで構成される．地上制御局はコマ
ンド入力・テレメトリー表示用の PCと接続される．端末局
は制御対象となるドローンであり，ドローンのフライトコン
トローラと接続される．中継局 1，2はドローンに搭載して
も地上に設置してもよく，現状ではドローンに搭載した場合
でもドローン側のフライトコントローラとは接続されない．
このため中継局は基本的には地上の操縦者から手動操縦ある
いは自動操縦により目視内で飛行させることを想定してい
る．もちろん，将来的にはこれらの中継用ドローンもコマン
ドホッパー経由で飛行させることも技術的には可能である．
また通信経路は，中継局を経由しない 1ホップ通信，中継局
を 1基あるいは 2基経由する 2ホップあるいは 3ホップ通信
が，飛行中に自動的に切り替わる機能をもち，操縦者が通信
経路を意識する必要はない（図 2）．
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図 1 マルチホップ中継制御通信コマンドホッパー 山間部で
の災害モニタリングへの応用例．

図 2 コマンドホッパーの通信経路構成



この方式の設計に当たっては，一般的なWi-Fi通信と異
なり，データの「鮮度」「レイテンシ」を重視した．すなわ
ち再送制御は行わず，一定の長さのスーパーフレーム内でコ
マンド及びテレメトリーのデータパケットを一つの搬送波に
より時分割で送受信できるようにした（920 MHz 帯・
169 MHz帯共通）．各局の同期は，地上制御局から送信され
るビーコン信号でとる．各局が送信するスロット位置はコマ
ンド区間とテレメトリー区間のそれぞれの中において Time

slotがあらかじめ指定されており，各局はほかの全ての局か
らのパケットを各 Time slotで待ち受ける．このため，マル
チホップの通信経路は 1ホップ（直接通信)～2ホップ（中
継局を一つ経由)～3ホップ（中継局を二つ経由）と通信状
況によって自動的かつ 1スーパーフレーム時間で切り替わる
方式となっている．
周波数は，920 MHz帯と 169 MHz帯の間で飛行運用中に

手動あるいは自動で切替えることが可能である．図 3は地上
制御局に接続された制御用 PCに表示される 920 MHz帯あ
るいは 169 MHz帯での通信時のステータス画面の一例であ
る．中継経路状況，遅延時間（レイテンシ），及び地上制御
局が発信するビーコン信号の各経路ごとの受信強度（RSSI）
を表示している．なお，本システムの場合，遅延時間はほぼ
あらかじめユーザが設定するスーパーフレーム長（通信デー
タの更新周期）で決定されるため，PC画面ではその値が表
示されている．
各周波数帯毎の諸元を表 1に示す．通信帯域は 920 MHz

帯が 1 MHz，169 MHz 帯が 50 kHz である．送信出力は
920 MHz帯が地上，上空ともに 20 mW，169 MHz帯は地上
が 1 W，上空は 10 mW である．スーパーフレーム長は，
920 MHz帯で 63～414 ms，169 MHz帯で 406～2668 msの範
囲で設定可能で，スーパーフレーム長を長く設定するほど，
コマンドのスループットは低下し，テレメトリーのスルー
プットは上昇するという関係にある．典型的には 920 MHz

帯で 62 ms/12 kbps，169 MHz 帯で 405 ms/4 kbps ほど
（ホップ数を変えても一定）である．920 MHz帯は主に通信
量の多い離陸前の初期接続，及び 1 km程度までの近距離運

用で利用し，169 MHz帯は，通信量がそれほど多くない飛
行中で 10 km程度までの長距離かつ山や樹木などによる電
波の減衰が起こりやすい場所で利用する，というように使い
分ける．
本技術を用いた飛行試験はこれまでマルチロータ型や固定

翼型のドローンで何度か実施してきており，マルチホップで
途中の山を乗り越え，ドローンの位置情報を含むテレメト
リー信号のリアルタイム受信，自動帰還などのコマンド送信
が行えることが実証されている．特に 169 MHz 帯では 1

ホップ 4 km以上の通信距離や途中の障害物となる山を回折
して届く特性なども確認されており，それらの詳細は文献
(７)，(８)を参照されたい．一方，そうした実験を通じ，特
に長距離到達特性をもつと考えられる 169 MHz帯について，
一部期待される特性が得られていないことが分かってきた．
2021年 1月に(株)建設技術研究所が国土交通省九州地方

整備局九州技術事務所からの委託を受けて霧島山（新燃岳）
周辺で行ったドローンを用いた火山調査手法の実証実験(9)に
おいて，コマンドホッパーをドローンに搭載して見通し外環
境でのマルチホップ通信性能の評価を実施した．そのときの
通信経路を図 4に示す．ドローンの地上局が設置された発着
ポイントから地形により完全に見通し外となる場所まで火山
灰観測のためのセンサを運ぶ端末局を飛行させ，目標となる
設置ポイントで着陸させセンサを切り離して設置してくるの
がミッションである．地上局と端末局の両方から見通しがと
れる上空のポイントに中継局を搭載したドローンをホバリン
グさせた．飛行手順としては，初めに中継局を発着ポイント
から離陸させ，中継ポイントでホバリングさせる．その後端
末局を離陸させ，中継ポイントの近傍を通過してセンサの設
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図 3 コマンドホッパー通信状況表示例

表 1 コマンドホッパーの主要諸元

Frequency band
920 MHz

（Unlicensed）
169 MHz

（Licensed）
Primary Use Mode Standard Backup

Transmission Power ＜20 mW
＜1 W

（＜10 mW in the air）

Antenna type Sleeve
Sleeve

or Monopole

Antenna gain ＜3 dBi ＜3 dBi

Bandwidth 1 MHz 100 kHz

Modulation 2-FSK 2-FSK
Data Rate（Com-

mand） 5～27.5 kb/s 0.5～4 kb/s

Data Rate（Teleme-

try） 30～64 kb/s 4～10 kb/s

Roundtrip Latency ＞62 msec ＞400 msec

Number of Hops 1～3

Micro Computer Raspberry Pi 3

Size

（w/ case, w/o antenna） 98×134×39 mm

Weight

（w/case, w/o battery） 340 g

Power Consumption ～4 W ～5 W



置ポイントまで飛行させて，そこに着陸させる．センサを切
り離した後，再び離陸させ，発着ポイントまで帰還して着陸
させる．その後，中継局ドローンを同じく発着ポイントまで
帰還させる．発着ポイントと中継ポイントの標高差は
170 m，水平距離は 140 mである．また中継ポイントと設置
ポイントの標高差は 30 m，水平距離は 1092 mである．この
一連の手順においてドローンは基本的にあらかじめ決められ
た経路に沿って完全自律飛行を行うようプログラムされる
が，コマンドホッパーにより常時その位置を地上局で把握
し，途中帰還などのコマンドの送信ができるようにした．
このうち，発着ポイントから設置ポイントまでの往路と復
路における端末局ドローンの飛行軌跡及び端末局における中
継局からの 169 MHz帯ビーコン信号受信レベルの変化を図
5に示す．中継により地上局から見て完全に遮蔽となる経路
まで通信は維持できていることは確認できている．一方，往
路においては中継局からの距離 780 m付近で端末局での受
信信号は途切れており，設置ポイントまでも信号は届いてい

ない．復路においては，中継局からの距離 500 mになるま
で受信信号が回復していない．
この原因としては，ドローンに搭載した 169 MHz帯アン
テナの設置状況が適切でなくドローン機体の影響を受けて整
合がとれておらず，中継局及び端末局からの放射効率が低下
し，放射パターンも乱れていた可能性がある．このため端末
局までビーコン信号が十分なレベルで届かず同期に失敗して
いた疑いがある．本システムではビーコン同期に失敗する
と，全ての経路で通信不能となる．特に地上局から中継局ま
では送信出力が 1 Wあるため，多少放射効率が低下しても
十分なレベルでビーコンが到達するが，中継局から端末局ま
では送信出力が 10 mWしか出せないため，放射効率や放射
パターンの影響を大きく受ける．この結果を受け，現在，ド
ローンへのアンテナの搭載方法の改善やドローン機体を考慮
したアンテナの設計を進めている．なお，920 MHz帯につ
いては，中継局から端末局までの距離が最大でも 1 km程度
であったため，全区間においてマルチホップ接続が維持でき
ることを確認した．920 MHz帯は 169 MHz帯に比較してド
ローン機体の影響を受けにくく，ほかの搭載機器による遮蔽
が生じないようアンテナの設置場所さえ注意すれば，安定し
た特性が得られるものと考えられる．

3. ドローンからの映像のマルチホップ中継伝送

障害物の多い電波環境では，コマンドやテレメトリー信号
の伝送だけでなく，ドローンに搭載したカメラで撮影した映
像も途中の障害物を越えてマルチホップで伝送したいという
ニーズは高い．国の目視外飛行の許可承認においても，地上
の補助者に代替する機能の一つとして，ドローン搭載のカメ
ラ映像を操縦者が遠隔モニタできることが条件として挙げら
れている．既に市販されている映像モニタシステムは，当然
ながら直接通信（シングルホップ）は可能であるが，途中に
障害物があると通信は途絶する．また前述した 920 MHz帯
や 169 MHz帯は高品質映像の伝送には適していない．
NICTでは，2018年より国土交通省国土技術政策総合研

究所からの委託を受け，大規模港湾などでのインフラ点検へ
の応用(10)を前提としたドローンによる映像のマルチホップ
中継伝送の評価実験を進めてきた（図 6）．このシステムは，
特に災害で人が近寄れない場合の緊急点検や，港湾の沖合に
設置されている防波堤（沖提）の点検を迅速に行うなどの場
合での利用が想定されている．評価に利用したシステムは，
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図 4 霧島新燃岳での飛行実験におけるマルチホップ通信経路

図 5 端末局の飛行軌跡と 169 MHz帯ビーコン信号受信レベル
図 6 ドローンによる大規模港湾設備におけるマルチホップ映像

伝送



無人移動体画像伝送システムの一つである地上，上空とも
1 Wでの送信が可能な 5.7 GHz帯を用いるもので，市販の
無線機（米国 Persistent Systems社製MPU5）を用いて構成
した（図 7）．この無線機は，コマンドホッパーと同様，一
つの搬送波を時分割して送受信とそのマルチホップ伝送を行
う機能を備えている．アンテナは無指向性素子を 3素子組み
合わせた MIMOか 13 dBiの平面アンテナを選択できるが，
今回は前者を用いた．評価実験は 2021年 4月に茨城県内の
大規模港湾区域において実施した．上記無線機をカメラを搭
載した端末局ドローン，中継局ドローン，及びそれらから約
5 km離れた地上局に設置し，全てを送信出力 1 Wに設定し
た．端末局ドローンは岸壁の劣化度合いを撮影するため，対
象となる岸壁のすぐ上を高度 3 m程度で飛行させた．主な
実験諸元を表 2に示す．なお，撮影対象のより高解像度な映
像は機上メモリに格納しており，ドローン着陸後にダウン
ロードを行う．中継回線により収集されたリアルタイム映像
は，地上局にいる操縦者によるドローンの飛行位置の確認
や，目標となる撮影対象が正しくカメラの視野に入っている
かどうかの確認などに使用する．
中継回線経由で伝送されたドローン搭載カメラの映像を地
上局にてキャプチャした例を図 8に示す．岸壁のクラックや
係船柱（ボラード）の腐食状況が判別できる．この時の中継
局から地上局への映像回線のスループットは 6 Mbps前後で
あり，また中継局ドローンの高度によって海面反射・地面反
射の影響で受信レベルが 5～10 dBほど変化する現象（ハイ
トパターン）が見られた．

なお，この実験により 5.7 GHz帯無人移動体画像伝送シ
ステムによるマルチホップ映像中継がホップ距離 5 km程度
までは可能なことが示されたが，岸壁などを近距離から撮影
するためにドローンを近づけるとカメラの視野に海面の揺ら
ぎや回転する端末ドローンのプロペラの影が映りこみ，画像
のエンコーダの動作が不安定になるという問題が判明した．
ドローンの飛行位置やカメラの視野を適切に調整する必要が
ある．

4. 飛ぶモノどうし互いの位置を知らせる機体間通信技術とその応用

操縦者の目の届かないところでドローンを運用する目視外
飛行において，ほかのドローンや有人航空機などとの間の安
全確保する手段を講じることは極めて重要である．これには
大きく分けて以下の三つの手段がある．
①ドローンの操縦者が，周辺のドローンの飛行情報をリア
ルタイムに管理し情報提供する運航管理システム（Un-

manned Vehicle Traffic Management System : UTM）に
既存のネットワークで接続し，そこから接近する他機
（有人航空機を含む）を検知する手段
②各ドローンがカメラやレーダーを装備して接近する他機
（有人航空機を含む）を検知する手段
③ドローンや有人航空機それぞれが自己位置位置情報
（GNSS）を発信し，それを相互に受信する機体間通信
による手段

①と②についてはそれぞれほかで研究開発が進められてい
るので，ここでは割愛する．NICTでは③にフォーカスし開
発と実証を進めている．③は，災害時などで地上の通信イン
フラとの接続ができない場合やサービスエリア外の場合でも
利用でき，また低コストで広範囲の検知も可能にできるとい
う特徴がある．ただし，全ての機体が同じシステムを搭載し
なければならないという制約がある．
開発・検証している機体間通信は，920 MHz 帯 LPWA

（Low Power Wide Area）方式をメインとした無線機を各ド
ローンや有人航空機に搭載し，GNSSで得られる自己位置情
報を固定あるいはランダムなタイミングで周囲にブロード
キャストしてそれを周囲の機体がそれぞれ受信するシステム
である．地上でのドローンの操縦者や有人航空機のパイロッ
トは無線機にタブレット端末（Android）を USB接続ある
いは無線 LAN接続することで周辺を飛行するドローンや有
人航空機を地図上で把握することが可能である．我々はこれ
を「ドローンマッパー ®」と名付けている(11)（図 9，10）．
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図 7 評価実験の様子

表 2 マルチホップ映像伝送実験の主な諸元

Frequency 5720 MHz

Output Power 1 W/all stations
Bandwidth 20 MHz

Antenna MIMO w/ 3 omni antennas

Modulation OFDM（64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK）
Communication

range

Ground Stn. -Repeater Stn :～4.6 km

Repeater Stn. -Terminal Stn. :～100 m

Encoder H. 264

Image quality FHD（1920×1080 pixel, 10 fps）

図 8 地上局にてキャプチャした映像の例



試作した無線機を図 11，主な諸元を表 3に示す．
なお，この試作機は 920 MHz帯に加えて，遠隔識別方式
として規格化が進められている Bluetooth Low Energy

（BLE）5.0も合わせて実装され，また USBコネクタ経由で
有人航空機の一部で標準規格として利用されている位置情報
のブロードキャスト方式である ADS-B（Automatic De-

pendent Surveillance-Broadcast)(12)の受信機の接続が可能と
なっている．タブレット端末にはこれら三つの無線インタ
フェース経由で受信されたほかの機体の位置情報が統合表示
される．
有人航空機の世界ではこれに相当するシステムが ADS-B
である．これはトランスポンダ用の航空専用バンドである
1090 MHz帯を使って GNSSによる自己位置情報を周囲にブ
ロードキャストする通信規格であり，最近比較的安価なポー
タブル機も市販されている．ただしこれを運用するためには
無線局免許と無線従事者免許が必要である上に，本来有人航
空機のためのシステムなので，ドローンに使用すると通信が

混雑するだけでなくアドレス空間が不足するという問題があ
る．このため，ドローンでの使用は受信だけなら容易である
が，送信は難しい．また大形の旅客機はほぼ全てに装備され
ているが，ドローンと同一空域を飛行する可能性が高いヘリ
コプターや小形固定翼機への装備はコストの問題がありまだ
限定的である．
本機をドローンに搭載し，通信距離の評価を行った実験事

例の一つを図 12に示す．これは新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO）が進める「ロボット・ドローンが活躍
する省エネルギー社会の実現プロジェクト」（DRESSプロ
ジェクト）のもとで 2019年 10月に日立製作所と共同で実施
したもので，本通信機を搭載したドローンを 5機，郵便物を
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図 9 機体間通信システム（ドローンマッパー®）の概要

図 10 タブレット端末での表示例

図 11 試作した無線機の外観（機上局・地上局共通）

表 3 ドローンマッパー主要諸元 920 MHz帯 LPWA．

Frequency Range 920.5-928.1 MHz

Output Power 20 mW

Bandwidth 500 kHz/channel
Antenna Single monopole

Modulation
Chirp spread spectrum（LoRa）

Spreading factor : 7

Communication

range
10 km or more

Location info. GPS, GLONASS, QZSS

Data

Latitude, Longitude, Altitude, Velocity,

Bearing, Time, Vehicle type, ID

（350 bits）
Update interval 0.5～1 sec.

Capacity
10～200 terminals/channel

（depends on data size and update interval）
Multi-hop Up to 2 hops

Security
Spoofing and tamper prevention

（additional）
Size 65×75×10 mm

Weight 55 g（w/o antenna, battery）
Input power 5 V（USB mobile battery）

Operation time 5 hours or more

License Not required

図 12 ドローンマッパーによる長距離飛行位置モニタリング実験
の事例



模したペイロードを搭載して福島ロボットテストフィールド
近くの海岸線を高度 100 m前後で順次飛行させている．こ
のときの飛行は，操縦者の陸路追跡によるパックアップ体制
をとったものの，基本は地上監視者付きの自律飛行をさせて
いる．実験では，5台のうち 1台に搭載した無線機は不具合
により動作しなかったが，残りの 4台のうち，離陸地点から
距離 6.8 km の着陸地点 A まで飛行する 2 台，距離 9.3 km

の着陸地点 Bまで飛行する 2台については，着陸する直前
までその位置が離陸地点に設置した受信局でモニタできてい
る．図 12では 4台の飛行軌跡が重なって表示されている．
このとき，途中から先は受信局からは全くドローンが視認で
きない完全な目視外飛行になっているが，着陸ポイント上空
に至るまで通信は確保できており，本技術の長距離通信性能
が実証されている．なお，本機を有人ヘリに手荷物品として
もち込んで飛行させ地上との間で行った通信試験では，ヘリ
の向きなどの条件がよければ 18 kmの距離で 60%以上の通
信成功率が得られている．
以上述べた機体間通信技術は，位置把握だけでなく，ド
ローン同士，あるいはドローンと有人ヘリの間の接近回避や
複数ドローンによるスウォーム飛行（連携飛行）に応用する
ことが可能である．これを行うには，機体間（V2V）通信端
末で受信される他機の位置と自機の位置の相対関係から自機
の進む方向の計算と飛行コマンドの生成を行うためのマイコ
ンを追加し，これを経由して V2V通信端末とドローンのフ
ライトコントローラを接続する（図 13）．接近回避やス
ウォーム飛行のルールはあらかじめマイコンにプログラムさ
せておく．図 14は 3機のドローンが鉢合わせになるような
飛行経路を設定し，相互の距離が一定値以下（この実験では

30 m以下）になると本技術により操縦者の介入なしに自律
的に接近を回避（衝突回避）する方向制御（互いに右側に回
避）が行われた事例である．このときのドローン飛行速度は
2 m/sに設定した．更にドローン同士だけでなく，ドローン
と有人ヘリの間の接近回避に応用する基礎的な実証にも成功
している．図 15，16 はそのうちの一つの事例におけるド
ローンと有人ヘリの接近回避時の飛行軌跡及びドローンの高
度変化を示している．この実験は，内閣府の主導で災害医療
支援チーム（DMAT）が毎年実施する大規模地震時医療活
動訓練の際にドローンプラットフォームネットワーク
（DPN）と千葉県鴨川市の亀田総合病院の協力を得て実施し
たもので，ドクターヘリが医療物資を輸送して着陸する場所
の近くで災害調査用のドローンが飛行しているというシナリ
オで実施した．実験では，ドローンと有人ヘリの双方にド
ローンマッパー，ドローンには更にコマンド生成マイコンを
搭載し，有人ヘリがドローンの飛行エリアに速度約 150 km/
hで接近してくる際，相互の距離が 2 km以内になったらド
ローン側で操縦者の介入なしに自動的に通常飛行モードから
自動帰還モードに切り替わるようプログラムを設定した．そ
の結果，ドローンは確実に有人ヘリの接近を検知してプログ
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図 13 ドローンマッパーとドローンのフライトコントローラの接
続

図 14 ドローン 3機の接近回避実験における飛行軌跡

図 15 有人ヘリとドローンの接近回避実験における飛行軌跡

図 16 接近回避時のドローンの高度変化



ラムどおりに動作し，有人ヘリとドローンの安全距離が保て
ることが実証できた．詳細は文献(13)を参照されたい．
次に 3機のドローンがドローンマッパーから得られる互い

の位置情報を元に，相互の距離を一定に保ちながらスウォー
ム飛行を行ったときの飛行軌跡を図 17に示す．この実験で
は 1機は Leader機，ほかの 2機を Follower機とし，地上か
ら操縦するのは Leader機のみとして 3 m/sの速度で 1辺約
60 mの正方形を描くように飛行させ，Follower機は Leader

機と約 15 m の離隔距離と相対位置（陣形）を保ちながら
Leader機を自動追従するようプログラムした．結果を見る
と，2機の追従飛行はおおむね成功したが，方向転換を行う
うちに途中の陣形が崩れてしまっている．原因は，ドローン
マッパーがもつ GNSSの位置情報の誤差に加え，位置情報
の更新頻度（1秒 1回）が飛行速度や相対距離に比べて少な
かったことによるものと考えられている．今後これを改善
し，再実験を行う予定である．

5. 広域にわたる多数のドローンに向けた高高度中継コマンド・テレメトリー通信技術

これまで取り組んできた前述のシステムはいずれも既存イ
ンフラのサービスエリアには依存せずに自営でローカルに無
線回線を設定するものであるが，10 kmを越えるような範囲
での安定した運用は難しい．かといって，携帯電話ネット
ワークは既に述べたように人のいない山岳地域や海洋地域で
のサービスエリアが確保しにくく，また大規模災害時の可用
性に不安がある．衛星システムはコストと重量により全ての
ドローンに装備できるとは限らない．
こうした中，高度 20 km付近の高高度に滞空する無人飛
行体に搭載した無線局（高高度プラットホーム局：HAPS）
を中継基地とし，これを経由して様々な無線サービスを広域
に行う新たな通信インフラの開発が関心を集めてい
る(14)～(16)．20年ほど前にも同様の目的をもった研究開発プ
ロジェクトが飛行船システムを前提として実施された(17)が，
昨今のものは飛行船以外に固定翼型やバルーン型など様々な
可能性が想定され，当時より無人航空機技術が各段に進展し

ているという環境の違いがある(18), (19)．来たる B5G, 6Gの技
術要素の一つとしても「非地上ネットワーク（Non-Terres-
trial Network）」「超カバレッジ」実現のための手段の一つと
して位置付けられている．なお，筆者らの一部は 2002年に
ハワイにおいて米国 NASAと共同で高度 20 kmの成層圏を
滞空飛行する翼長 35 mのソーラー無人機を中継し，世界初
の携帯電話によるビデオ通話とデジタル放送波の伝送に成功
しており(20)，その経験も活かしつつ活動している．
本システムでは，HAPSよりも低高度で飛行運用される小

形・大形のドローン（利用者端末：UT）の運航管理を，
HAPS中継による CNPCリンク（コマンド・テレメトリー
のための非ペイロード通信）を経由して地上局（GRS）か
ら直径数十 kmにわたる広域で行う多元接続ネットワークの
実現を目指している（図 18）．なお周波数は，2012年世界無
線通信会議（WRC-12）で航空移動業務として無人航空機シ
ステム（UAS）の CNPC用に分配された Cバンドの 5030～
5091 MHz (21)の使用を想定する．HAPS上には地上方向に仮
想のマルチセルを形成できるフルディジタルのマルチビーム
アンテナを搭載し，ユーザ端末となるドローンとの間で時
間・空間・周波数の無線資源を効率よく利用する多元接続技
術の開発や周波数共用技術，高秘匿性暗号化技術の開発につ
いて，スカパー JSAT(株)とともに総務省からの委託研究を
受けて進めている．詳細は文献(22)，(23)を参照されたい．
評価用のマルチビームアンテナとしては 16素子の平面パッ
チアンテナをハニカム配列で 160 mm×144 mmの基板に並
べたものを試作している（図 19）．高度 20 kmの HAPSか
ら地上方向に仮想のマルチセルを形成した場合の地上付近半
径 55 km以内でのユーザリンク下り回線受信電力は図 20に
示すような分布になる．なお，この技術は，国際民間航空機
関（ICAO）や航空無線技術委員会（RTCA）における国際
標準化会合においても総務省や国土交通省の指導のもとに日
本として積極的な提案活動を行っており，一部国際規格の一
つとして成立している(24)．表 4に試作開発中のシステムの
諸元の一部を示す．
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図 17 ドローン 3機によるスウォーム飛行実験
図 18 高高度プラットホームによる広域コマンド・テレメトリー

ネットワーク



このコンセプトは，現状はユーザ端末としてドローンのみ
を想定しているが，将来は，船舶，有人航空機，自動運転
車，様々なフィールドで活動するロボットやセンサ端末，更

には空飛ぶクルマなども対象として考えられ，山岳，森林，
海洋，災害現場なども含む多用なフィールドでの活用が期待
される．

6. おわりに

空の産業革命レベル 4を実現するための基盤技術の候補と
して，目視外環境での安全飛行に役立つことが期待される自
営型のコマンド・テレメトリー用並びに映像伝送用の無線通
信技術，及び最近研究開発がスタートした新たな通信インフ
ラである HAPS中継技術の一端を紹介した．特に自営型の
無線システムは，比較的低コストで実装できることが期待さ
れ，携帯電話ネットワーク経由や衛星通信経由の通信技術と
並び，メインあるいはバックアップ用として備えることによ
り，災害時や通信インフラが十分でない空域でのドローンの
運航管理の高信頼化や安全レベルの向上に役立つものと考え
られる．また HAPSも，次世代の強靭な通信ネットワーク
の構築に重要な役割を果たすものと期待される．
謝辞 「コマンドホッパー」，「ドローンマッパー®」，及び

それを発展させた接近回避技術は，革新的研究開発推進プロ
グラム（ImPACT）「タフ・ロボティクス・チャレンジ」の
成果として，一部産業技術総合研究所と連携して開発され，
その後，NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構）の委託業務「ロボット・ドローンが活躍する
省エネルギー社会の実現（DRESS）プロジェクト」の多用
途運航管理機能並びに遠隔識別機能の開発の一環として機能
拡張・実験評価した得られた成果である．霧島での通信デー
タの取得は，国土交通省九州地方整備局九州技術事務所から
委託を受けた(株)建設技術研究所が実施した火山噴火時の立
入困難地域における緊急調査への UAV活用範囲拡張手法の
開発において実施したものである．大規模港湾区域でのマル
チホップ映像伝送実験は，内閣府の PRISM予算を活用した
国土技術政策総合研究所からの委託「UAVによる遠隔地画
像伝送技術に関する研究」の成果である．災害時医療活動を
想定した有人ヘリとドローンの間の接近回避実験は，ドロー
ンプラットフォームネットワーク（東京電機大学，日本医科
大学千葉北総病院，イームズロボティクス株式会社／株式会
社イームズラボ）と共同で，内閣府実働訓練（令和元年度大
規模地震時医療活動訓練）の際に千葉県 DMATの参加医療
機関である医療法人鉄蕉会亀田総合病院の協力を得て実施し
たものである．HAPSによるネットワークの開発は，総務省
の電波資源拡大のための研究開発（JPJ000254）の元で実施
したものである．ここに深く感謝申し上げる．
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図 19 評価用の 16素子マルチビームアンテナ 全 19素子のう
ち，16素子のみを励振．

図 20 地上付近での受信電力分布計算例

表 4 試作開発中のシステム諸元（一部）

Radio Station HAPS GRS UT

Frequency

Range
5030-5091 MHz

Output Power
200 mW/

element or less
200 mW 100 mW

Bandwidth
Feeder link : 6.24 MHz/ch
User link : 50 kHz/ch

Antenna

Patch array

（Digital

beamforming）

Patch array

（Fixed beam

w/gimbal）

Single patch

or

monopole

No. of

elements

19（active

elem. : 16） 16 or 32 1

Antenna gain 15 dBi or more
15 or 18 dBi
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Frame length 50 msec（RTCA DO362A）
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Return link : 23 msec
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端末が連携するMIMO受信技術
—理論と移動体への応用—

Terminal Collaborative MIMO Reception Technique:
Theory and Application to Mobile Environments

村田英一 Hidekazu MURATA

梅原大祐 Daisuke UMEHARA

アブストラクト 送受信に複数のアンテナを用いて同一周波数で異なる信号を多重送信する MIMO (Multiple-Input Multiple-

Oputput)伝送が実用化されている．本解説ではその発展形として無線端末が連携することにより等価的なアンテナ数を拡

大し通信路容量を向上させる端末連携 MIMO受信技術を紹介する．端末間の連携通信には高速かつ低遅延な高周波数帯の

伝送技術の活用を想定している．連携通信トラヒックや空間相関と伝送容量の関係を解説した後，京都市郊外で実施した

フィールド実験の結果を紹介する．

キーワード 端末連携，マルチユーザ MIMO，チャネル容量，フィールド実験

Abstract Multiple-input multiple-output (MIMO) transmission is a practical frequency-efficient transmission technology

that employs multiple transmission and reception antennas to multiplex multiple signals at the same frequency. In this

paper, we describe an advanced form of MIMO transmission, in which wireless terminals collaborate with other terminals

to expand the equivalent number of antennas and improve the channel capacity. We assume that the recently developed

high-speed and low-latency transmission technology in high-frequency bands will be used for collaborative communica-

tions among terminals. We explain the relationship among collaboration traffic, spatial correlation, and transmission

capacity, and present the results of field experiments conducted in a suburb of Kyoto City.

Key words Terminal collaboration, Multiuser MIMO, Channel capacity, Field experiment

1. は じ め に

日常的に無線通信を利用してインターネットにアクセスする

社会となった．これら個人利用に留まらず，物流や建設，警備，

環境センシングから屋内での各種接続のワイヤレス化まで，無線

通信は社会を支える重要な情報インフラストラクチャとなった．

自家用車でも通信器が標準搭載され地図情報の自動更新からセ

キュリティ，緊急時の自動通報などのサービスが普及しつつあ

る．このように増大し続ける無線通信トラヒックを収容するた

めにこれまで，利用可能な周波数帯域の拡大，基地局やアクセ

スポイント設置の高密度化，伝送技術の革新による周波数利用

効率の向上が行われてきた．本解説では周波数利用効率改善の

基盤技術といえる MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)

伝送（1）に着目する．

MIMO 伝送とは同じ周波数で同時に複数の信号を伝送する

技術であり，端的にいえば混信状態での通信を行う技術である．

村田英一 正員：フェロー 京都大学大学院情報学研究科
E-mail murata@i.kyoto-u.ac.jp

梅原大祐 正員：シニア会員 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系
E-mail umehara@kit.ac.jp

Hidekazu MURATA, Fellow, Member (Graduate School of Infor-
matics, Kyoto University, Yoshida-hommachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-
8501, Japan), Daisuke UMEHARA, Senior Member (Faculty of In-
formation and Human Sciences, Kyoto Institute of Technology, Mat-
sugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8585, Japan).

電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ
Fundamentals Review Vol.15 No.3 pp.210–219 2022 年 1 月
c©電子情報通信学会 2022

シャノンの通信路容量は SNR (Signal to Noise Ratio)のほぼ

対数（底は 2）であるため，送信電力を倍増して SNRを 2倍に

改善しても 1 b/s/Hz程度しか増加しない．MIMO伝送の利点

は，複数の伝送路を利用することによりこの非効率を改善でき

ることである．

MIMO伝送が注目される以前から類似技術の研究が行われて

きた．マルチユーザ受信技術（2）や干渉キャンセル技術（3），（4），空

間分割多重伝送技術（5）などである．これらは主に無線端末側が

複数存在する状況を想定していたが，MIMO伝送は 1対 1伝送

の両端（基地局と無線端末）において複数アンテナを利用する

ものとして登場し，通信路容量の増大効果を理論的に解明した．

その後の MIMO 伝送技術はマルチユーザ MIMO へと発展し，

複数の無線端末をも対象とする技術となったことは興味深い．

MIMO伝送の通信路容量は送信側アンテナ数，受信側アンテ

ナ数の少ない方に比例する．しかし小型の移動端末に多数のアン

テナを備えても，空間相関が増大し所期の効果が得られなくな

る．このため，複数の携帯端末へ同時にMIMO伝送を行うマル

チユーザMIMO (MU-MIMO)伝送へとつながる．MU-MIMO

伝送を実現する代表的な方法として，基地局において無線端末

への下り伝搬路情報を取得し，この情報に基づいて送信信号に

プリコーディングを施す方法がある．しかし伝搬路が変動する

環境では，プリコーディング時に用いた伝搬路情報と送信時の

伝搬路にずれが生じるため各無線端末への信号ストリーム間に

干渉が生じ伝送特性が劣化する．

一方，無線端末が連携することによって伝送特性を向上させ
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ることが考えられてきた（6）．具体的な検討として，セルラ方式

のダウンリンク伝送特性改善を意図したもの（7），（8），アップリン

ク伝送特性の改善を図るもの（9），（10），地上デジタル放送の受信

特性改善（11）などがある．本解説では，無線端末が相互に連携す

ることによって等価的なアンテナ数を増大させ，MIMO伝送の

通信路容量を拡大する技術を紹介する（12）～（14）．この方式では

伝搬路情報のフィードバックは基本的に不要となりプリコーディ

ングに見られた伝搬路変動に対する脆弱性がほぼ解消される（15）．

連携する端末間は搬送波の波長に比べて十分に離れていると考

えられるためアンテナ間相関が小さいことも期待でき，効果的

に端末側アンテナ数を拡大できる．

端末間の連携通信用帯域として基地局との通信帯域を再利用

することや別帯域を利用することが考えられる．現在，スモー

ルセル用に高周波数帯の送受信機が 5G スマートフォンに搭載

されつつあり，スモールセル外においてこの高周波数帯を端末

連携に活用することが合理的な選択肢となる．

端末間の連携は端末が近接しており相対位置の変化が小さい

環境に適しており，車両・電車・バス内などの移動体内への適用

が一つの有力なシナリオとなる．移動体内にあらかじめ設置さ

れ給電されている無線端末と乗客の端末が連携する場合はバッ

テリー消費などの問題が緩和される．一方，乗客の端末をアド

ホックに連携させる場合はどのような移動体内でも連携可能と

なる利点がある．また，移動体をまたいだ隣接車両間での連携

も考えられる．このようなグループモビリティは伝搬路の変動

が速いため基地局での伝搬路の把握から送信までに伝搬路が変

動することが避けられず，プリコーディング技術では対応が難

しい一方で端末連携には特に適しているものである．また，グ

ループモビリティに限らず，等価的に多数の受信アンテナを有

し高い干渉キャンセル能力をもつためセル間干渉対策などとし

ても端末連携は有効であると考えられる．

2. 連携MIMO受信

2. 1 システムモデル

図 1 に本解説におけるシステムモデルを示す．近傍の無線端

末が連携端末グループを形成して基地局との MIMO 伝送を行

うシステムである．連携端末グループ内の端末は連携して動作

し，仮想的に 1 台の無線端末として機能する．したがって，基

地局からの信号受信だけでなく基地局への送信にも多数のアン

テナを利用することができる．実際に基地局に向けてアップリ

ンク送信を効果的に行うには連携端末グループ内で送信位相な

どを制御することが望ましい．本解説では位相同期などの技術

課題が少なく現状の利用法ではより必要性も高いと考えられる

ダウンリンクを考える．

2. 2 連携する無線端末数

受信信号を共有するグループによって仮想的な無線端末が構

成される．このグループ内の無線端末数が多いほど MIMO 伝

図 1 端末連携 MIMO 受信のシステムモデル 基地

局が送信する MIMO 多重信号を高周波数帯の

無線通信で結ばれた連携端末グループが受信す

る．端末側のアンテナ数が等価的に増え通信路容

量が拡大する．

送によって得られる通信路容量が増大する．また，同一レート

で伝送している場合にはビット誤りなどの伝送品質が改善され

る．このように連携端末グループ内の無線端末数は通信路容量

や伝送特性の観点からは多い方が望ましい．

多数の端末を連携させると，連携通信に要する無線リソース

（時間や周波数帯域）が増大してしまう．この連携通信は高速か

つ低遅延で，できるだけ低消費電力で行えることが望ましい．

このため，連携通信は広い周波数帯域を利用して高速に，かつ，

近距離で行うことが求められる．連携通信に利用可能な帯域幅，

伝送速度と許容される連携時間，MIMO信号の受信状況などに

応じて連携端末数を決定する必要がある．

2. 3 端末間連携通信方式

無線端末間の連携方式として基地局からの受信信号の一部分

や，各端末での信号処理の途中結果などを共有することも考え

られるが，本解説では各端末での受信信号全体を共有すること

を考える．この場合，共有方法は基地局からの信号の中継と同

じ動作となる．受信された 1 パケットの波形をそのまま連携端

末に向けて送信する非再生中継と，受信サンプル値のディジタ

ルデータの伝送を行うディジタル波形転送の 2 種類が考えら

れる．

非再生中継では送信電力を所定値とするためにパケット全体

の振幅を調整するなどして送信することが考えられるが，変調

方式の変更や制御情報の付加などの柔軟性が低く，高周波数帯

送受信機に対する線形性の要求が高いなど技術的な課題がある．

また，よく知られるように中継の際に熱雑音や位相雑音が累積

する．

本解説では信号共有に用いる伝送方式の自由度が高いディジ

タル波形転送を考える．この方式では，各端末が基地局からの

受信信号に対して標本化と量子化を行い，そのディジタルデー

タを他端末に送信する．このように受信標本値のディジタル伝

送を行う場合，量子化ビット数と連携端末数によっては非再生

中継に比べ連携通信に必要な帯域幅が増大してしまう．
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図 2 ディジタル波形転送を用いた連携 MIMO 受信の

リソースブロック割当 この図では，基地局か

ら連携端末へのダウンリンクにはマイクロ波伝

送，連携端末同士のディジタル波形転送にはミリ

波伝送を用いている．

3. 連携MIMO受信の性能解析

3. 1 連携MIMO受信のモデル化

基地局のアンテナ数を M とし，それぞれのアンテナから独

立した信号（空間ストリーム）が K 台の連携端末に向けて送信

される．i番めの連携端末は Ni 本のアンテナ素子をもち，連携

端末のアンテナは合計して N = N1 + N2 + · · · + NK 本とな

る．連携端末は互いが受信した空間多重ストリームをミリ波帯

などのより高い周波数帯を用いて互いに転送し合うことで，仮

想的に N 本のアンテナからなる受信アンテナアレーを構成す

る．簡単のため，各連携端末は 1 本のアンテナをもつものとす

る．このとき，Ni = 1 及び N = K となる．基地局は直交周

波数分割多重 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,

OFDM) や周波数領域等化によるシングルキャリヤブロック伝

送のような巡回プレフィックスを用いたブロック伝送方式とす

る．マルチアンテナ伝送とマルチパス効果により端末で受信さ

れた空間多重ベースバンド信号は，複素ガウス分布に従うとし

てモデル化できる．受信波形を転送するための量子化ビット数

は，それぞれの端末で受信される空間多重信号の忠実度に関係

し，連携MIMO受信の性能に影響を及ぼす．

図 2 はディジタル波形転送を用いた連携 MIMO 受信のリ

ソースブロック割当を示している．ここで，BS(i, j) は時間ス

ロット j における基地局アンテナ iからの空間ストリーム伝送，

CT(i, j) は時間スロット j における連携端末 i のディジタル波

形転送のためのリソースブロックである．5G セルラーシステ

ムでは 4G セルラーシステムで利用されている周波数帯に比較

して広い帯域幅を有する高い周波数帯が利用可能である．基地

局周波数帯の 1 時間スロットに連携端末周波数帯の N 時間ス

ロットが収納できるのであれば，基地局周波数帯において時間ス

ロットは連続的に割り当てることが可能である．そうでなけれ

ば，連携端末は高周波数帯において N 時間スロットを収容する

ために，量子化ビット数を少なく調整することも可能であるが，

連携端末が転送する空間多重信号の忠実度が劣化する．このた

図 3 連携端末 1に対する，ディジタル波形転送を用い

た連携 MIMO 受信のサブキャリア上のベースバ

ンド伝送ブロック図 このブロック図では N

空間多重ストリームをM 空間ストリームに分割

する線形空間フィルタリングを用いている．

め，連携MIMO受信の性能には，量子化ビット数と連携端末数

との間にトレードオフが存在して，量子化誤差と空間相関の観

点から従来のMIMO受信と連携MIMO受信とは異なる．した

がって，多様なシステム設計と通信路状態に対する連携MIMO

受信の性能を評価するために性能解析モデルが必要となる．

巡回プレフィックス時間が遅延波の最大遅延時間よりも長いと

仮定する．このとき，基地局での巡回プレフィックスの付加及び

連携端末での巡回プレフィックス削除によりブロック間干渉とサ

ブキャリヤ間干渉が解消される．1本のサブキャリヤ上での伝送

に着目することで，連携 MIMO 受信は一般性を失うことなく，

ブロック間干渉とサブキャリヤ間干渉がない通信路としてモデ

ル化される．OFDM伝送の場合，サブキャリヤ上の送信サンプ

ルは変調シンボルであるのに対し，シングルキャリヤブロック

伝送の場合，送信サンプルは時間領域シンボルブロックを離散

フーリエ変換を施した周波数領域サンプルを表す．

図 3 は，連携端末 1 に対する，ディジタル波形転送を用い

た連携 MIMO 受信のサブキャリヤ上のベースバンド伝送ブ

ロック図である．基地局は長さ M の複素サンプルベクトル

x = [x1, x2, · · · , xM ]T ∈ CM を送信する．ここで，xi は送

信アンテナ i から送信されるサブキャリヤサンプル，AT は

行列 A の転置行列，C は複素数集合を表す．連携端末 j は

[Hx]j = hT
j x ∈ C を受信する．ここで，H ∈ CN×M は N

行M 列の通信路行列，hj は通信路行列の転置HT の j 番め

の列ベクトルであり，[a]j はベクトル aの j 番めの成分を表す．

通信路行列のH の (j, i)成分である [H]j,i = hj,i は，基地局

アンテナ i と連携端末 j のアンテナ間のフェージング通信路係

数である．受信サンプル [Hx]j には，受信機の熱雑音サンプル

zj ∈ Cが付加され，この雑音サンプルは円対称複素ガウス分布

に従う．ほかの連携端末にディジタル波形データを転送するため

に，受信サンプル [Hx]j + zj は高精細のアナログディジタル

変換器を経由した後に再量子化される．このとき，周波数領域

の量子化誤差 qj ∈ Cが付加される．ここで，オーバーヘッドを

削減するため，ほかの連携端末にディジタル波形データを送信

する前に，巡回プレフィックスは除去される．信頼性の高いディ

ジタル波形転送を実現するために，任意の物理層及びメディア
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アクセス制御 (Medium Access Control, MAC) 層の技術を利

用することができる．

連携端末 1 では，図 3 で示されるように，周波数領域にお

いて，

y1 = hT
1 x + z1 (1)

を受信する．通信路において仮に熱雑音が生じないとしても，式

(1) は劣決定系である．連携端末 1は不十分な自由度 (Degrees

of Freedom, DoF) を補うため，ほかの連携端末からディジタ

ル波形転送により空間多重サンプルを受信する．これにより受

信サンプルベクトルは，

y = Hx + z + q + v (2)

と表される．ここで，z = (z1, z2, · · · , zN )T は各連携端末

で付加される雑音サンプルで構成される雑音ベクトル，q =

(q1, q2, · · · , qN )T は量子化誤差ベクトル，v = (v1, v2, · · · ,

vN )T は連携端末 1 における転送ディジタル波形の検出誤差で

ある．受信サンプル y1 はそのまま N 空間多重ストリームの復

号に用いられるため q1 と v1 は零である．連携端末 1以外の連

携端末 j でのディジタル波形データは高周波数帯を通じて連携

端末 1に転送されて，連携端末 1で元のディジタル波形データ

に復元される．高周波数帯においてビット誤りが発生する可能性

があり，これらのビット誤りに起因して検出誤差サンプル vj と

なる．しかし，ハイブリッド自動再送要求 (Hybrid Automatic

Repeat Request, HARQ)や高信頼な連携端末グルーピングに

より，これらの検出誤差は補償可能である．ここでは，高周波数

帯のビット誤りに起因した検出誤差は生じないと仮定する．す

なわち，

y = Hx + z + q (3)

となる．連携端末同士は高周波数帯における高信頼通信が達成

可能な短距離通信となるため，連携 MIMO 受信の信頼性はア

ンテナ素子間の空間相関に影響を受ける．

図 3 のように，線形空間フィルタW T を利用する場合は，周

波数領域における空間分割サンプルは，

x̂ = W Ty = W THx + W T(z + q) (4)

と表される．ここで，x̂ = (x̂1, x̂2, · · · , x̂M )T ∈ CM は推定送

信サンプルベクトルであり，W ∈ CN×M は N 空間多重サン

プルをM 推定サンプルに分割するための重み行列である．以降

では，ディジタル波形転送を用いた連携MIMO受信の性能解析

モデルに量子化誤差と空間相関の効果を組み込む方法について

述べる．

3. 2 量子化雑音

連携端末 j のサブキャリヤ信号電力は，

Pr = E[[Hx]j([Hx]j)∗] = E
[
hT

j x
(
hT

j x
)∗]

(5)

と表される．ここで，E[X]は確率変数X の平均，a∗ は複素数

a の複素共役である．時間領域と周波数領域の熱雑音サンプル

は互いに独立で同一分布をもつ (independent and identically

distributed, i.i.d.)円対称複素ガウス分布に従うとしてモデル化

できる．連携端末 j のサブキャリヤ雑音電力を 2σ2
z = E[zjz∗

j ]

で表す．

連携端末で受信された時間領域信号は異なる振幅と位相をも

つ多数の散乱波の重ね合わせである．そのため，連携端末で受

信されたベースバンド信号の分布は，中心極限定理に基づき円

対称複素ガウス分布で近似される．受信ベースバンド信号の同

相成分と直交成分の分散は，

σ2
r =

1

2
NSC(Pr + 2σ2

z ) (6)

と表される．ここで，NSC は基地局からのブロック伝送方式に

用いられるサブキャリヤ数である．受信サブキャリヤ信号の電

力分布は周波数選択性フェージングにより指数分布としてモデ

ル化される．総受信信号電力の変動は信号サブキャリヤ数が大

きくなるほど小さくなる．連携端末の位置の違いにかかわらず

連携端末は近距離エリア内で構成されるため，各連携端末の総

受信信号電力は同じであると仮定する．以上のことから，同相

成分及び直交成分のサンプルが [−3σr, +3σr]の範囲に存在する

確率は 99.73%で近似される．

最大量子化値 +3σr と最小量子化値 −3σr となる一様量子化

を想定する．性能解析モデルの簡単化のため，図 3 の受信サン

プル y1 もほかの連携端末と同様，周波数領域の量子化誤差 q1

が生じるとする．量子化幅は量子化ビット数 bq を用いて，

qw =
6σr

2bq − 1
(7)

と表される．[−3σr − qw/2, 3σr + qw/2] の領域外で生じる飽

和誤りはほぼ生じないため，その影響を無視する．量子化誤差

は [−qw/2, qw/2]の範囲で一様分布となる．同相成分と直交成

分の量子化誤差の分散は，

q2
w

12
=

3σ2
r

(2bq − 1)2
=

3NSC(Pr + 2σ2
z )

2(2bq − 1)2
(8)

と導かれる．離散フーリエ変換後の周波数領域における量子化

誤差サンプルは，時間領域の量子化誤差サンプルの重み付け和

となるため，円対称複素ガウス分布に従うとして近似モデル化

される．連携端末 j での量子化誤差の電力は，

2σ2
q = E[qjq∗j ] =

2

NDFT
· q2

w

12

=
3NSC(Pr + 2σ2

z )

NDFT(2bq − 1)2
=

3RSC(Pr + 2σ2
z )

(2bq − 1)2
(9)

と表される．ここで，NDFT の離散フーリエ変換のポイント数，

すなわち，総サブキャリヤ数，RSC = NSC/NDFT は信号サブ

キャリヤ率である．Lloyd-Max量子化を利用することで，受信

空間多重ストリームのディジタル化において量子化誤差電力を

低減することが可能である（16）．アナログ信号の量子化に関する

定式化は，書籍（17）の 10.2節に詳しく述べられている．

与えられた基地局周波数帯におけるサブキャリヤ信号対雑音

比 g = Pr/(2σ2
z ) に対して，ディジタル波形転送を用いた連携

MIMO受信におけるサブキャリヤ信号対雑音比は
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g0 =
Pr

2(σ2
z + σ2

q)

=
(2bq − 1)2Pr

3RSCPr + 2σ2
z (3RSC + (2bq − 1)2)

=
(2bq − 1)2g

3RSC(g + 1) + (2bq − 1)2
(10)

となる．連携MIMO受信における信号対雑音比の漸近的特性は

lim
bq→∞

g0 = g, (11)

lim
g→∞

g0 =
(2bq − 1)2

3RSC
. (12)

と与えられる．式 (12)より，基地局と連携端末との通信路の信

号対雑音比が無限に漸近しても，連携 MIMO 受信の信号対雑

音比は有限となる．

3. 3 空 間 相 関

連携 MIMO 受信における連携端末は高周波数帯で互いに高

信頼通信が可能な近距離の端末群でグルーピングされる．連携

端末数は通信路行列H 内の二つのフェージング係数ベクトル

間の空間相関に関係しているものと考えられる．一方で，1 台

の端末で多数の受信アンテナを実装した場合と比較して，連携

MIMO受信における空間相関を低減できる可能性がある．その

ため，空間相関は連携MIMO受信において効果的な端末グルー

プを形成するのに有益な情報を提供する．

基地局と連携端末グループとの見通し内リンクがないものと

仮定する．このとき，基地局と連携端末グループ間の無線通信

路は周波数選択性フェージング通信路となる．すなわち，基地局

アンテナ iと連携端末 j とのフェージング係数 hj,i は平均 0と

分散 1 の円対称複素ガウス分布に従う．フェージング通信路行

列H に対して，T = E[HHH]は基地局送信アンテナ間のM

行M 列空間相関行列，R = E[HHH] は連携端末の受信アン

テナ間の N × N 空間相関行列と定義される．ここで，AH は

行列Aの共役転置である．定義から，空間相関行列 T とRは

半正定値エルミート行列であり，空間相関行列のトレースはと

もに κ = MN である．

任意の送信・受信空間相関行列を与えたときにランダムに

フェージング行列を生成するためにクロネッカーモデルを用い

る（18），（19）．最初に，空間相関がないフェージング行列Gをラ

ンダム生成する．それらの要素の同相成分と直交成分が互いに独

立な，平均 0と分散 1/2の実ガウス確率変数で生成される．次

に，与えられた送信・受信空間相関行列 T とRに対するフェー

ジング行列が

H =
1√
κ

R1/2G
(
T 1/2

)H
, (13)

と与えられる．ここで，T 1/2 とR1/2 はそれぞれ，T とRの

平方根行列である．ランダムにフェージング行列を生成するモ

ンテカルロ法を用いることで，ディジタル波形転送による連携

MIMO受信における空間相関の効果を定性的に特徴付けること

ができる．空間相関を有するフェージング行列を生成するため

のクロネッカーモデルは，書籍（1）の 2.4 節に詳しく述べられて

いる．

この解説論文では，連携 MIMO 受信における空間相関の評

価に，指数空間相関行列（20）

[T ]i,j

N
=

[R]i,j

M
=

⎧⎨
⎩1, (i = j)

ρ|i−j|, (i |= j)
(14)

を用いる．ここで，ρは 0以上 1未満の空間相関率である．

3. 4 伝 送 容 量

ディジタル波形転送を用いた連携 MIMO 通信路における伝

送容量は，

C0 = E

[
M∑

i=1

log2

(
λig0

M
+ 1

)]
, (15)

と定式化される．ここで，λi は M 行 M 列の半正定値行列

HHH の i 番めに大きい固有値である．式 (15) は最ゆう復号

を施すことを前提としているため，空間線形フィルタリングと

は異なり送信アンテナ数M が受信アンテナ数 N より多いとき

にも適用可能である．送信側でフェージング行列が未知である

ときの MIMO 伝送容量の定式化については，書籍（1）の 3.8 節

に詳しく述べられている．

基地局の送信アンテナ数をM = 4本としたときの，ディジタ

ル波形転送を用いた連携 MIMO 受信の伝送容量を数値解析に

より評価する．ここでは，ブロック伝送時に量子化誤差が最大

になるケース，すなわち，信号サブキャリヤ率が RSC = 1とな

るケースを取り扱う．与えられた信号対雑音比 g，空間相関率 ρ

に対して，100,000 個のフェージング行列をランダム生成する

モンテカルロ法を適用する．

図 4 は，与えられた空間相関率 ρ = 0.0に対して，基地局と

連携端末間の信号対雑音比 g = Pr/(2σ2
z )に対する伝送容量 C0

を示している．ここで，連携端末数と量子化ビット数との積が

Nbq = 24 ビットとなる四つのケース (N, bq) = (6, 4), (4, 6),

(3, 8), (2, 12)の伝送容量を比較している．すなわち，高周波数

帯において転送されるディジタル波形データ量が同一の組み合

わせを比較している．連携端末数が増加すれば複数の受信アン

テナによるダイバーシチ利得が向上して低信号対雑音比の領域

において伝送容量は改善するものの，量子化ビット数の低下に

伴う伝送容量の飽和が観測される．この図から，最大の伝送容

量を与える連携端末数と量子化ビット数のペアは信号対雑音比

に依存することが分かり，そのときの短期的に観測される信号

対雑音比に応じて最適な連携端末数と量子化ビット数のペアを

選択する適応的な最適制御の研究課題が見い出すことができる．

図 5 は，空間相関率 ρ = 0.8となるアンテナ間の空間相関が

高いときにおける，信号対雑音比 g に対する伝送容量 C0 を示

している．図 4 と同様に，連携端末数と量子化ビット数との積

が Nbq = 24 ビットである四つのケースにおける伝送容量を比

較している．図 4 と比較して空間相関による劣化を受けている

ことが分かる．また，最適となる連携端末数と量子化ビット数
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図 4 空間相関率 ρ = 0.0 を与えたときの信号対雑音

比に対する伝送容量 連携端末数と量子化ビッ

ト数との積は等しく 24ビットである．すなわち，

受信ディジタル波形の転送データ量は等しい．

図 5 空間相関率 ρ = 0.8 を与えたときの信号対雑音

比に対する伝送容量 連携端末数と量子化ビッ

ト数との積は等しく 24ビットである．すなわち，

受信ディジタル波形の転送データ量は等しい．

のペアの信号対雑音比の領域は図 4 と図 5 では異なり，伝送容

量の最大化は信号対雑音比だけではなく空間相関率にも依存す

る．そのため，短期的に観測される空間相関率に応じた適応的

な最適制御が有効である．

4. フィールド実験

実際に近い環境において連携 MIMO 受信の伝送容量改善効

果を調べるために車両に端末を積載してフィールド実験を行っ

た．この実験では，基地局からMIMO 空間多重信号を送信し，

車両ルーフ上に設置したアンテナで受信する．受信アンテナは

それぞれ端末装置に接続されており，端末間は高周波数帯にお

いて相互に連携可能である．

4. 1 伝送実験システム

伝送実験システム（21）の構成を図 6 に示す．送信アンテナ数を

M = 4，受信端末数を N = 6 として，4 ストリームのMIMO

空間多重送信を行う．受信信号の復調方式として周波数領域繰り

図 6 フィールド実験に用いた実験システムの構成

計算機で計算された四つの送信波形がベクトルシ

グナルジェネレータ (VSG)で生成され増幅され

て送信される．受信側は 6 端末で構成され，本

解説では各端末で記録された受信信号を利用し

て伝送容量を計算する．

返し等化が可能である（22）．基地局は QPSK 変調されたパケッ

トを 50ms ごとにキャリヤ周波数 427.2MHz において 4 本の

送信アンテナから独立に送信する．高周波電力増幅器（図中 RF

PA）によって 1W に増幅されており，特定実験試験局として

免許されている．各送信アンテナから送信されるパケットは直

交トレーニング系列とデータ部などから構成されている．この

パケットを 6台の端末（図中 TRX）で受信し，受信された直交

トレーニング系列部に基づいてチャネル推定を行った．受信端

末としては端末制御用計算機（図中 MS PC）で制御されたソ

フトウェア無線端末である USRP (Universal Software Radio

Peripheral) X310を用いた．

本装置は基地局から受信した信号波形をディジタルデータとし

て他端末にディジタル波形転送を行うことも，非再生中継を行う

ことも可能である．どちらでも基地局からの受信信号はパケット

全体について複素ベースバンドのディジタル値がメモリにいった

ん保存され，周波数変換器（図中 Up Down）を経て 12.9GHz

帯で送受信される．今回はディジタル波形転送を用いて復号動

作をリアルタイムに確認しつつ実験を行った．受信端末の周波

数基準には共通の GPSDO (GPS Disciplined Oscillator) を

用いた．基地局も GPSDO を用いており，1PPS（Pulse Per

Second）により送受信のタイミング同期も行っている．

今回の装置ではリアルタイムでの復調処理が可能であるが，

詳細な検討を可能にするために基地局からの受信信号を各受信

端末が記録した．記録はベースバンド I, Qサンプル値それぞれ

16ビットである．記録されたこのベースバンド信号のトレーニ

ング部を用いてチャネルを推定し伝送容量を算出する．端末制

御用計算機は有線 LAN で表示・記録用計算機に接続されてお

り，各端末の受信電力や復号誤り数などがリアルタイムに表示

されつつ記録される．

4. 2 屋外伝送実験

図 7 に示す京都大学構内の建物の屋上にある 4本の基地局ア
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図 7 基地局アンテナ 地上高 25.5mの場所に南北

2.5m，東西 3.8m の間隔で 4 本を設置した．

図 8 車両のフール状に設置した受信アンテナ 半径

が半波長の円周上に均等に配置し UCA（Uni-

form Circular Array）とした．

ンテナ（地上高 25.5m，配置は 3.8m × 2.5 mの長方形状）か

ら信号を送信した．基地局アンテナには水平面内無指向性グラ

ンドプレーンアンテナ（ノンラジアル）を用いた．基地局から

の信号は図 8 に示すように車両ルーフ上に設置した λ/4 モノ

ポール (430 MHz，水平面内無指向性)アンテナで受信した．

車両は京都市左京区の白川通りを北上した．走行コースの地

図を図 9 に示す．基地局からの受信電力は走行開始場所近くの

最大 −45 dBm から最低 −99 dBm の範囲で変化した．実験諸

元を表 1 に示す．今回の伝搬路は周波数選択性フェージング伝

搬路であるため周波数領域を 32分割して伝送容量を求めた．こ

の計算にあたってはソフトウェア無線機の雑音指数（メーカ測

定値）から雑音電力を決定している．この雑音電力はフェージ

ングエミュレータを用いた伝送実験時の雑音電力とほぼ一致し

ていた．

4. 3 測 定 結 果

測定コース全体について伝送容量の経験的累積分布関数ECDF

(Empirical Cumulative Distribution Function) を計算した．

伝送容量計算に用いる受信アンテナ数 N を 1 から 6 まで変化

させた ECDF を図 10 に示す．この図より受信アンテナ数 N

の増大に伴って伝送容量が向上することが分かる．特に送信ス

トリーム数と同数の受信アンテナ数までは大きく向上している．

受信アンテナ数が送信ストリーム数を超えても向上するが向上

幅は減少している．

ディジタル波形転送時の量子化ビット数の影響を図 11 に示す．

図 9 屋外伝送実験の走行コース 左下部の基地局か

ら送信し，赤で示されたコースを北上した．

表 1 屋外伝送実験の実験諸元

Parameters Values

基地局アンテナ数 4

基地局送信電力 1W

基地局アンテナゲイン 5.8 dBi

ケーブルロス 1.4 dB

基地局アンテナ地上高 25.5m

搬送波周波数 427.2MHz

変調速度 312.5 k symbols/s

送信フィルタ Square root raised cosine

Roll-off factor 0.4

フレーム間隔 50ms

端末数 6

端末アンテナ数 1

端末アンテナ高 (427.2MHz) 2.1m

端末間通信周波数 12.91GHz

端末間通信変調速度 312.5 k symbols/s

端末間通信フィルタ Square root raised cosine

Roll-off factor 0.4

端末間通信送信電力 10mW

受信アンテナ数は 6 とし，量子化ビット数を 3 から 10 まで変

化させた場合の ECDF特性である．比較のためにディジタル波

形転送時の量子化を考慮しない場合の特性を No quantization
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図 10 ディジタル波形転送時の量子化雑音が存在しな

い場合の伝送容量の経験的累積分布関数 4

ストリーム送信に対して受信アンテナ数 N を

1 から 6 まで変化させている．

図 11 ディジタル波形転送時の量子化ビット数を変化

させた場合の伝送容量の経験的累積分布関数

基地局 4 ストリーム送信 6 アンテナ受信．

として示す．量子化ビット数が少ないと伝送容量の劣化が大き

いことが分かる．今回の測定コースでは走行開始地点の SNR

が 60 dB 以上得られており，この大きな SNR を活かすために

は 10ビット程度の量子化ビット数が必要であったことが読み取

れる．

今回の測定コースでの結果から，端末連携による伝送容量改

善効果は次のようにまとめることができる．連携せずに 1 端末

で受信した場合の伝送容量が最大でも 20 b/s/Hz程度であった

ところ，6 端末が連携した場合最大で 70 b/s/Hz 以上の伝送容

量が得られた．また，基地局信号の高い SNRを活かすには多く

の量子化ビット数が必要となる．

5. 研 究 課 題

本解説ではここまでディジタル波形転送における量子化ビッ

ト数と連携端末数，並びにそれら端末で得られた信号の相関を

議論した．このほかにも端末が連携して基地局と通信を行う端

末連携MIMO受信技術には多くの研究課題がある．

5. 1 連携端末グループの形成

連携端末数を確保するために離れた端末と連携を行うと，連

携用送信電力の増大または連携通信速度の低下が生じる．特に，

各端末が基地局から受信した信号を連携端末グループ内の全端

末に送信する場合，この信号を受信する端末との全連携リンク

中，最も SNRが低いリンクに合わせた適応変調・適応符号化を

行うことになり，大きな非効率が生じかねない．このため，連

携端末グループにどの端末を含めるかの判断は連携リンクの状

況を考慮する必要がある．このように，グループ内の端末はそ

れらが受信している基地局からの受信信号の SNR 等とそれら

受信信号の相関だけでなく，端末間の通信状態をも考慮して最

適化される必要がある．

このように，MIMO 受信特性を最適化する目的であっても，

基地局信号の受信状態だけでなく端末間の通信状態を考慮する

必要がある．加えて，近傍に複数の連携端末グループが形成さ

れている状況では，境界付近の端末をどちらのグループに割り

当てるかは端末連携グループ独立には決定できない問題となる．

5. 2 信号処理端末の選定

連携端末グループ内において MIMO 受信信号処理を行うこ

とになるが，どの端末がこの信号処理を行うかについても自由

度がある．複数の端末宛の情報が多重されていた場合，宛先端

末が個々に信号処理を行うことも可能であるし，特に非線形の

信号処理によって全ストリームを復号する場合ではグループ内

の 1 端末が全宛先端末分の復号を行うことが効率的となる．こ

のように，信号処理方式によって信号処理端末の選び方も変わ

り，そこには，ほかの端末との連携リンク状態や信号処理能力，

バッテリー残量なども関係することになる．

5. 3 端末連携グループ間の干渉

端末連携が普及した場合，端末連携グループ相互の干渉を回

避する必要がある．端末の動きが比較的少ない場合には，相互

の干渉を検知して周波数帯域や時間スロットを棲み分けるなど

の対応が容易である．しかし，駅での乗降やバスターミナルな

どの環境では高度な干渉回避と高速なグループ再形成が求めら

れると考えられる．一方，連携の失敗によって受信信号処理に

利用できる受信信号数が減少しても必ずしも復号誤りにつなが

らないことも考えられる．無線端末の連携を柔軟に行うことで

このような問題に対応できる可能性がある．

5. 4 信号共有数の適応化

信号共有グループ内の全端末からの受信信号を全て利用しな

くても基地局からの MIMO 復号に成功する可能性がある．し

たがって，信号共有グループ内の端末が順に他端末へ基地局か

らの受信信号を送信する場合，何らかの中止信号などによりそ
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れ以上の信号共有を行わずに済ませることも可能である．信号

共有に要する電力消費を削減できる可能性があるが，復号を何

度も試みることになるため，判断方式，制御方式の検討が必要

である．

5. 5 MIMO復号の簡易化

端末連携 MIMO 受信では端末連携のための送受信を行うた

め消費電力が増大すると考えられる．また，一般に多重数の多

い MIMO 復号ではその復号処理に要する信号処理電力も増大

するであろう．一方で，受信アンテナ数が増大すれば簡易な信

号処理によってMIMO 受信が可能となることも知られている．

このため，連携端末数を増大させ MIMO 復調処理を簡易化す

ることにより全体としての消費電力が低減できる可能性もある．

5. 6 アップリンク送信電力の削減

連携端末グループから基地局への送信を考えた場合，連携端

末群の送信位相を制御しアレー利得により送信電力を低減でき

る可能性がある．また，基地局との伝搬環境が端末ごとに異な

る可能性が高いことを利用し，良好な条件の端末からアップリ

ンク送信を行うことで送信電力を削減することも可能となる．

6. む す び

無線端末が連携することにより等価的にアンテナ数を拡大し

MIMO伝送容量を増大させる端末連携MIMO受信技術を紹介

した．本解説では特に，連携台数と連携波形の量子化ビット数

に着目して理論的な説明と実験も交えた評価結果を示した．端

末間の連携には高速低遅延な高周波数帯の伝送方式の利用を想

定しており，これは高周波数帯の新たな活用方法とも捉えるこ

とができる．移動端末のみならず固定設置された無線機からの

支援を得る形でも利用できるため，様々なシステムに適用でき

る可能性がある．

謝辞 日頃ご協力頂く岡山大学田野哲教授に感謝します．
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解 説 論 文

地域・個人をレジリエントにする
ICTの実装と検証─ディジタル防災の
実現を目指して
Implementation and Validation of ICT to Local Communities and Individuals
for Enhancing Resilience : Toward Realization of “Digital Disaster Preparedness”

井ノ口宗成 Munenari INOGUCHI

アブストラクト 近年では ICTの普及に伴い，様々な情報システムやクラウドサービスの構築が容易になってきたもの
の，防災・減災分野に対しては，完全な要件定義が難しく，いまだ研究途上にある．筆者はアクションリサーチの手
法で，被災地における支援活動を通してシステムやサービスの設計・開発・実証を進めてきた．また，実証によって
得られた実災害のデータを分析し，データサイエンスとしての新たな知見抽出を行ってきた．本稿ではこれまでの活
動をふりかえり，ディジタル化や DX化が進む次世代社会における「ディジタル防災」の必要性について言及する．

キーワード 状況認識の統一，災害対応，緊急地図作成班，被災者台帳システム，業務分割構造
Abstract The popularization of ICT in our society enables us to develop various information systems and cloud services easily.

However, it is difficult to completely define the requirements in the field of disaster prevention and mitigation, and research is

still underway. The author has been designing, developing, and implementing systems and services with ICT in actual disaster

areas using the method of action research. In addition, we have analyzed the actual data obtained by such implementation and

extracted new institutional knowledge. In this paper, I introduce our past activities and mention the necessity of “digital disaster
prevention” in the next-generation society where DX conversion is promoting.

Key words common operating picture, disaster response, emergency mapping team, survivors support system, work breakdown

structure

1. はじめに

筆者は幼少期よりソフトウェア工学に分類されるプログラ
ミングを独自に学習していた．当時は，インターネットも主
流ではなく，モノクロ画面に向かってひたすらコーディング
する世界であった．大学時代は，情報工学ではなく土木工学
に進学し，研究室配属で防災・減災分野と出会った．本来，
土木工学では「いかにして被害を発生させず，災害を防ぐ
か」を中心に学修・研究するが，配属された研究室の指導教
員は社会心理学者であったことから「人間行動によって被害
を軽減する方策」について学修・研究する運びとなった．こ
のような背景の下，筆者は長年にわたり，土木工学・情報工
学・人間行動の三つを基盤に据え，社会実装型で研究を実施
してきた．

ICT（Information and Communication Technology）を研
究する中で，新しい技術や手法の確立により，処理時間の削
減や高度な情報処理の必要性を感じるものの，真に被害を軽

減するためには，それらの技術・手法だけでは不十分である
と，災害対応の現場の中で学んだ．すなわち，ICTが独立
して機能し，それを人間が利用するのではなく，人間がとる
行動を基本とし，その行動に ICTが寄り添いながら，人間
行動が変化し，ICTと共存できる枠組みが必要であると考
えた．災害対応の現場では，その全てをサイバー空間で処理
できるものではなく，物理的空間におけるサービス提供が発
生することから，人間と ICTの役割の明確化，及び物理空
間とサイバー空間が担うサービスのあり方を追究する必要が
あった．
「防災と ICT」の一つの実装例として，我が国では自治体
で導入されている災害情報システムが上げられる．同様に，
国土交通省でも「統合災害情報システム（DiMAPS）」を整
備している(1)．1995年の阪神・淡路大震災では，発災後の
被害状況に関する情報が欠如し，対応に遅れが生じたといわ
れている．そのため，被害状況に関する情報収集と情報集約
から状況把握を実現するための情報管理に重点が置かれ，情
報処理システムの要件定義がなされた歴史をもつ．情報は単
純に収集・集約するだけでは，対応の現場支援に至らない．
現場対応の視点に立てば，それぞれにどのような局面で，ど
のような種別の情報を，どのような粒度及び質で収集・処理
し，どのような手段で共有するかについての標準化はなされ
ておらず，いまだ研究途上にある．
筆者は，これらの必要性を踏まえ，効果的な防災・減災を
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通して地域と個人をレジリエントにする ICT が担うべき
サービスのデザインと具現化を研究している．特に，2020

年に安倍政権から菅政権へと移る中で「デジタル庁」の設置
が言及されている．筆者が実施する研究は，まさに防災・減
災分野のディジタル化に向けたものであり，「ディジタル防
災」の実現を目指していると位置づけられる．
これまでも，我が国では様々な災害が発生し，新たな課題
に直面しながらも ICTの活用による解決策を追究してきた．
これは，研究的な観点からの実証と，事業的な観点からの実
装が両輪となり，レジリエントな社会の実現が推進されてい
る．例えば，2011年の東日本大震災では筆者らの研究を被
災地で実証し，それを基として民間事業者がクラウドサービ
スを社会に提供した(2)．
特に研究活動として開発する災害対応支援のための情報シ
ステムは，実装が最終目標ではない．実装中は被災地の活動
を助けなければならず，担う役割も大きく厳しい．機能要件
は日々変化し，想定外の使用がなされることはしばしば発生
する．また一つのミスも許されない状況下にある．しかし，
災害を乗り越えたときには，情報システムには様々な災害対
応の記録が残る．また被災地との信頼関係が築かれ，長期に
わたりシステムが利用されることも多い．結果として，既往
研究では達成できていない粒度と量の記録を入手でき，新た
なデータサイエンス研究が可能となる．
筆者は ICTの強みを活かし，情報システムの設計から開
発，更には実装とデータ分析を循環させる研究方式をとって
きた．本稿では，過去災害で実装した様々な情報システムの
概要を記すとともに，データ分析によって得られた知見を述
べ，ICTを活用した情報システムと分析の循環モデルの成
果を紹介する．

2. 防災に ICTを活用する上で重要な基本概念

筆者は，これまでの研究において防災・減災に関する基本
概念のうち，「災害対応の局面」「状況認識の統一」の二つを
最も重要視してきた．1章で説明したように，ICTは人間行
動にあわせた設計が必要である．すなわち，災害時の対応行
動を理解した上で，ICTを活用したサービスをデザインし
なければならない．災害時の対応行動には，人間の行動特性
から対応すべき課題が幾つかの局面を迎える．また，大規模
災害時には組織が共通の目標に向かい，連携した対応が必要
不可欠である．ICTの強みは情報集約と情報共有であると
考えれば，その活用により，組織連携を強化することが可能
である．そこで，本章では「災害対応の局面」「状況認識の
統一」の二つの概念を解説する．

2.1 災害対応の局面

まず災害の定義を確認する．災害発生の元となる外力を表
す現象（誘因という）が，社会の防災力（素因という）を超
えたときに被害が発生し，それを災害という．すなわち，た

とえ外力を表す現象が発生した場合でも，被害が発生しなけ
れば災害とは呼ばない．このような災害に対し安全・安心な
社会を実現するためには，現象を予測し社会インパクトを想
定する「予測力」，社会インパクトに対して被害を発生させ
ないための「予防力」，被害が発生した後の状況の沈静化や
被害の極小化を進める「対応力」の三つが必要である(3)．筆
者は，災害対応の専門家であり，本稿では災害対応における
情報処理の観点から論じる．
情報処理を支援する仕組みを開発・実装するにあたり，社

会が進める「災害対応」から「求められる情報の質と量」が
定義されなければならない．災害対応には，事前に実施され
る準備に始まり，災害発生直後は失見当期，緊急・応急期，
復旧・復興期と大きく三つの局面がある．特に事後における
三つの局面は 10時間，100時間，1000時間と 10の累乗で局
面が変わり，それぞれで解決すべき課題は異なるといわれて
いる(4)．
発災後の 10時間は失見当期と呼ばれる．失見当とは，社

会や環境が大きく変化したことにより，個人・組織が状況変
化を理解できず，思考や行動が停止する時間であり，人間の
特性に基づくものである．そのため，このような失見当期に
は，状況把握が困難であり，災害発生の覚知と初動活動に必
要な情報の収集に努める．次に 100時間までは，命を守る活
動を優先しなければならない．「72時間の壁」とも呼ばれる
が，一般的に被災後の 3日を過ぎると生存率が著しく低下す
るといわれており，人命救助のタイムリミットとして考えら
れている．その後の 1000時間（約 1か月）は避難所生活や
災害復旧が進められ，その後は復興に向かう．図 1には，こ
れらの課題が整理されている．一方で，災害対応のいずれの
局面でも「Planning（情報作戦）」「Logistics（資源管理）」
が必要とされている．
この情報作戦と資源管理については，どのような局面にお

いても必要不可欠な要素として位置づけられているが，その
要件は時間的局面によって異なる．図 2は筆者が 2008年に
提案した局面ごとの情報作戦における ICTの活用可能性で
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図 1 災害対応過程モデル(4) 時間フェーズによって変化する
災害対応上の課題を整理したモデルであり，10の累乗で変
化する．



ある．災害発生直後は「災害を覚知」する局面から始まり，
それと同時に「情報の空白期」が発生し，被災地の状況は不
明瞭である．そのため ICTを活用しシミュレーションなど
によって不足した情報を補完し，意思決定に必要な最低限の
情報を確保する．時間が経過するに伴って状況に関する事実
情報が獲得できることから，シミュレーションによる補完が
担う役割は小さくなっていく．一定の時間を経過すると，次
の局面である「情報の氾濫期」を迎える．ここでは，様々な
情報が膨大な量として災害対応機関に押し寄せる．そのた
め，組織や個人が把握・処理可能な情報量を超え，情報量に
伴う混乱が出ることで合理的な意思決定ができない．ここで
は，ICTの活用によって情報の集約や取捨選択を実施し可
視化を通して組織内外と共有することが求められる．この中
で，重要課題を適切に同定しなければならず，それには後述
する「状況認識の統一」が欠かせない．更に時間が経過する
と，次の局面として「情報ニーズの発散期」を迎える．この
頃には社会はある程度の沈静化を迎えており，被災者がそれ
ぞれに生活再建を進める．その再建方針は，個人や世帯の取
り巻く状況によって異なり，全てを支援しようとすると，マ
スでの対応だけでは難しい．組織の資源も限られることか
ら，誰に対してどのような支援が必要かを判断し，被災者に
寄り添った丁寧な対応が求められる．そのために，ICTを
活用し，被災者のニーズの把握や支援対象者の同定が求めら
れる．
上記のように，災害対応の質は時間的経過に伴って変化す
るとともに，ICTの活用可能性も変化する．被災地では解
決すべき課題は何であり，どのように ICTを活用すべきか
の戦略的思考が必要不可欠である．

2.2 状況認識の統一

状況認識の統一とは，「被害の状況や災害対応の状況など
を，災害対応に関わる従事者間で共有することで，共通の認
識の下で対応にあたることを可能とする概念」である．元来

は米国の災害対応の基本となる Incident Command System

（ICS）及び ICSから発展した National Incident Management

System（NIMS）に お い て Common Operating Picture

（COP）として重要視されていた概念である．米国が整備し
災害対応の基本枠組みである National Response Framework

によれば，「事案のライフサイクル全体にわたり，様々な手
段によって収集される災害状況に関する情報やインテリジェ
ンスを集約し，継続的に更新する概況」と定義されてい
る(5)．2005 年 8 月末に米国で発生したハリケーン・カト
リーナ災害においても，多くの被害が発生し，困難な災害対
応を求められたニューオリンズ市の災害対策本部において
も，様々な情報や地図を共有し，災害対応に従事する機関が
共通した認識をもって対応できるよう状況認識の統一が図ら
れていた．
災害対応では多くの人員が動員され，また様々な組織が関

わり合って課題解決が進められる．そのため，お互いに違っ
た状況認識の下で活動していては，それぞれの対応力は分散
し，対応に重複や不整合が発生し，結果として効果的な対応
が実現できない．そのため「状況認識の統一」は重要な概念
として位置づけられている．状況認識の統一が図られること
で，事態を俯瞰的に把握でき，かつ，対応方針や戦略決定に
おいて効果的な意思決定が可能になるとともに，必要に応じ
て対応資源の集中や分散といった判断も可能となる．
状況認識の統一には情報収集・集約・共有といった基本的

な情報処理過程が必要である．すなわち，ICTを活用した
効果的な情報処理が必要不可欠である．ここで重要な点とし
ては，統一すべき状況認識は，被害状況だけではないことで
ある．被災地で対処すべき重要課題や，人的・物的資源の配
置状況，対応の進捗状況など，その内容は多岐にわたる．こ
れらを総合的かつ一元的に可視化し，どの組織であっても，
どの従事者であっても，共通した状況認識をもつことが必要
である．
そこで次章では，筆者が過去災害の被災地において実施し

た状況認識の統一に関する事例研究を紹介する．

3. 応急期における状況認識の統一に関する研究

3.1 2007年中越沖地震における地図活用の重
要性

災害対応における状況認識の統一を実現する上で，地図の
活用は効果的であるとされている．この活動として「緊急地
図作成班」がある．これは，GIS（地理情報システム）を活
用し，被害や対応の状況を可視化し，災害対応従事者間で共
有することで状況認識の統一を図るとともに，状況の見通し
を立て，先読みした対応を支える．
この活動は，2007年 7月に発生した新潟県中越沖地震で

の新潟県の対応において本格化した．当時は「地図作成班」
が，新潟県庁内に設置され，139 種類の地図が作成され
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図 2 災害対応における情報システムの役割変化 災害対応過
程において，情報の質や量が変化することから情報システ
ムに求められる役割が異なることを表している．



た(6)．地図作成班は研究者及び GISを扱う県内企業の連携
によって組織化された．主に，災害対応従事者からデータを
収集し，空間情報へと加工し，地図としてとりまとめて従事
者へ返す活動であった．本活動で最も重要視した機能は「受
付」であった．「受付」は，従事者から「直面している課題
や不安」を聞き出し，「収集可能なデータ」を確認し，「提供
する地図のスペック」について合意形成する機能とした．こ
の機能を位置づけることで，現場のニーズと実態を把握で
き，その後の研究につながるデータを収集することが可能と
なった．
この地図作成班で提供された地図を，その構成データや作
成過程などでクラスタ分析した結果が図 3である．この図が
示すように，研究者が提案した地図と，現場のニーズによっ
て作成された地図に特徴があり，二分されることが明らかと
なった．更に，時間軸を含めると，研究者が提案した地図は
長期的かつ継続的に利用されるものではなく，その数も少な
かった．一方で，現場ニーズによって作成された地図は，継
続的に更新が求められ，数も多い実績があった．すなわち，
ニーズを事前想定することは難しく，現場の状況に応じて
ニーズを適切に把握し，迅速に対応することが重要であると
示唆された．

3.2 2011年東日本大震災における動的マップ

2011年の東日本大震災では，未曾有の災害であり，かつ
広域大規模災害であったことから，どの地域を対象とした地
図作成班を設置するべきかの判断が難しかった．そのため，
既往の地図作成班のような都道府県単位ではなく，被災地全
体を俯瞰するべく，内閣府に緊急地図作成チーム（Emer-

gency Mapping Team：以降，EMT）を立ち上げた．EMT

では，全国から防災並びに GISを専門とする研究者を招集
するとともに，全国規模で GISデータを扱う企業の協力を
得た．

前述の中越沖地震における地図作成班では，GISを活用し
て地図を作成し，PDF形式で保存するとともに印刷して実
務者へ提供していた．東日本大震災では，対象エリアが広大
にわたっていることから，一般的には小縮尺での地図作成が
求められる．一方で，被災地内の現場対応においては大縮尺
での地図が必要となる．すなわち，対応すべきエリアや立場
によって縮尺が異なる．そこで，様々な視点へ柔軟に対応す
るために，クラウド型 GISを活用した地図の共有を実施し
た（図 4）(7)．
既往の PDF形式や紙印刷の地図を静的マップ，クラウド

型 GISによる地図を動的マップと位置づけた．動的マップ
の特徴としては，ユーザが各自の視点で地図を拡大・縮小し
たり，各自が有する空間情報を追加で重ね合わせたりできる
ことである．東日本大震災の EMTでは，目的がより明確な
静的マップと，代表的な空間情報から作成した動的マップを
あわせて共有し，幅広いユーザニーズに応えた．

3.3 大規模災害における状況見積もりの重要
性

東日本大震災の大きな課題の一つとして，被害の全容把握
に時間を要したことがあった．図 5は，消防庁が発表した被
害報告資料を時系列で整理した結果である．上段は建物被害
の件数推移，下段は人的被害の件数推移を示している．この
結果から，建物被害の概況を把握できた（全体の 8割程度の
件数が報告された）のは，約半年後であり，人的被害の概況
が把握できたのは約 1か月後であった．すなわち，被害の状
況把握に多大な時間を要していたことを示している．
一般的に災害対応は，被害の状況を把握し，対応すべき課

題を特定するとともに対応に必要な資源を揃え，対応を実施
し，その結果を評価するという流れで実施される．しかし東
日本大震災では，前述のように被害の全容把握が困難である
ことから，把握された被害状況に対応するという従来の方法
では対応に遅れが発生することが想定された．そこで，
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図 3 中越沖地震の際に作成された地図の分析結果(6) 中越沖
地震における地図作成班で作成された地図を誰からの依頼
かによって分析すると，研究者が提案した地図は余り活用
されず，多くの地図は現場からの要望に応じて作成された．

図 4 EMT活動における静的・動的マップの配信(7) EMTの
活動では PDFのような静的マップに加え，ユーザが操作可
能な動的マップをあわせて配信した．



EMTでは，図 6に示す枠組みに基づき，空間分析を活用し
た「推定被害」を提供した．青色の四角は災害時に実測され
た実態を表す情報であり，赤色の四角は事前の推定や事後の
シナリオ選定による推定に関する情報を表している．すなわ
ち，実測が入手困難であった東日本大震災では，推定を効果
的に活用し，実測で不足した部分を補う形をとった．これ
が，状況見積もりの一つの方法であり，初動期において被害
状況が不明確な場合に効力を発揮した．
図 6下部の点線で囲まれた部分は，災害対応の基本的な情

報処理を表している．一方で，実被害情報が不十分な場合
に，推定被害を活用することを表している．近年では，様々
なセンシング技術が開発されており，ハザード観測情報は災
害発生と同時に収集可能である．この情報を基礎として，直
接的に推定被害を導出する方法もあるが，高度な技術が必要
となる．被災した地域には，地域防災計画や各種防災対策実

施のためにハザードシナリオを設定し，被害想定を有してい
る．ハザード観測情報が入手されれば，事前に想定されたシ
ナリオから最も妥当性の高いシナリオを選定し，被害想定結
果を一次的に用いることで推定被害として扱うことができ
る．事前に想定し様々な防災対策を検討する上で固定され共
通化されたシナリオを「静的シナリオ」と位置づければ，後
者の災害発生とともに妥当性の高い推定被害を「動的シナリ
オ」と位置づけられる．図 6内に記された数字は，実際に作
成された地図の数である．実被害情報に対して，推定被害の
地図数は少ない．
一方で，図 7は地図の種別ごとに時系列で整理した結果で

ある．黒塗りの部分が推定（シミュレーション）である．こ
れは，初動 1週間に集中している．すなわち，災害対応全体
の期間から見れば，非常に短期的に利用されたものである
が，特に大規模災害のような被害情報が少ない初動期には，
推定によって対応することが必要不可欠である結果を示し
た．
アクションリサーチ(8)に代表されるような，現場主導型の
研究では，様々な技術や知見をもとに，現場実装を最優先す
る．一方で，実装の過程並びに結果を記録しておくことが，
次の災害に活用すべき知見を生み出す．筆者らの研究は，現
場において被災地を支援するとともに，その過程を適切かつ
確実に記録することで，災害対応支援にかかる新たな枠組み
を導出するための基礎資料としている．
東日本大震災における EMTの活動は，立ち上げや運用に

対して人的・物的・経済的コストが高く，全国規模で組織化
された運用が必要不可欠となった．現在では，防災科学技術
研究所が「防災クロスビュー」として，全国規模で共有され
た災害対応に必要な情報を集約し，統合的に発信してい
る(9)．その一方で，災害発生に伴い状況見積もりに該当する
「動的シナリオ」を，どのような情報を基に，どのような現
場ニーズに応え，どのように構築するかについては研究途上
である．ディジタル化が進むいま，検討すべき最重要課題の
一つであると考える．そのために必要な ICT の基盤整備，
過去災害の記録手法の確立，情報処理過程の設計・開発など
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図 5 東日本大震災における人的・建物被害の把握状況 消防
庁の被害報告資料から東日本大震災では人的被害の概況把
握に約 1か月，建物被害の概況把握に約半年を要したこと
が明らかとなった．

図 6 総合的な状況認識の統一を実現する枠組み(7) 実被害情
報に基づいた対応が一般的であるが，大規模災害では情報
収集が困難であり，その場合には推定被害で補完すること
で迅速な対応が可能となる．

図 7 必要とされた地図種別の時系列変化 シミュレーション
による推定被害の地図は発災から約 1週間で必要とされ，
その後は実被害情報に置き換わっていった．



について，筆者らは今後も研究を重ねることを予定してい
る．

4. 復旧・復興期の生活再建支援に対する ICT活用

図 2の最下段で示したように，社会が復旧・復興に向かう
過程において，情報ニーズは発散する．これが意味すること
は，一般的な公的支援はその性質から，ある一定量のニーズ
に対して支援を提供する傾向にある．しかしながら，社会全
体の復興を完了させるためには，各被災者の生活再建を実現
しなければならず，その生活再建上の課題や方法は，各被災
者の実情によって異なる．被災者のニーズに応えた公的支援
を実現し，かつ，その支援が被災者に確実に提供されるため
に，筆者らは ICTを活用した「被災者台帳システム」を設
計・開発し，様々な災害で実装した．本章ではその概要を示
すとともに，蓄積された記録データから次の災害対応の基礎
となる知見が導出された実績を紹介する．

4.1 中越沖地震における被災者台帳システム

2007年新潟県中越沖地震で被災した柏崎市において，筆
者らは実務者の生活再建支援を進める過程を参与観察し，そ
の情報処理過程をモデル化した．この過程で，被災者の生活
再建を支援する上で必要となる情報項目，情報粒度を決定す
るとともに，情報製造過程を体系的に可視化する仕組みであ
る IPマップアプローチ(10)に基づいて，各情報へのアクセス
や処理過程をモデル化し，効果的かつ効率的な情報運用を設
計し，一元的に情報管理するための基盤システムを開発し
た(11)．これが「被災者台帳システム」と呼ばれるものであ
る．
初期バージョンでは，庁内のローカルネットワーク内にシ
ステムを配置し，関係する実務者だけが利用できるシステム
とした．当時の画面は，図 8のようになっている．本システ
ムの特徴は，被災者の実情が 1画面で把握できる点にある．
申請者と被災者（支援受給者）が必ずしも一致しない実情
や，様々な支援における基本要件情報を一目で分かるように
している．これは，被災自治体において被災者の相談対応を
実施する際，被災者は幾度となく相談に訪れ，必ずしも同じ
担当者が常に対応できるわけではない．相談対応における
「共通認識の統一」をはかるべく，相談対応者は被災者の状
況を瞬時に把握でき，かつ履歴を参照することで引き継ぎを
可能としている．
当時のシステムでは，一元的に情報管理されていることか
ら，被災自治体のニーズに応じて様々な集計を可能とした
（図 9）．この集計機能は，生活再建支援が進む過程で追加さ
れた．図 9 は最終形である．これが表すことは，実務者が
データ管理する上で様々なエラーや課題が発生していたこと
である．重複や入力値の揺れが確認された．また，申請者や
支給額の一覧表示，日別の集計などの機能が追加された．こ
れは，関係機関への報告や状況の共有に必要な機能であり，

本システムがなければ実務者が日々集計しなければならな
かった．つまり，支援を提供するというオペレーションだけ
でなく，事務処理が業務負担となっていたことを示してい
た．
本システムは，業務の効率化だけではなく，業務の高度化

を実現した．具体的には，被災者生活再建にかかる支援が提
供される中で，支援を受給する要件を満たしているにもかか
わらず申請しない被災者を同定し，その原因を分析し，必要
な手を差し伸べることで，一部の被災者からは断りがあった
ものの，残りの全被災者に確実に支援を提供した．これまで
は，行政からの支援は申請主義と呼ばれ，申請を受け付けた
ものに対して適切に対応し，審査を通過した被災者へ支援が
提供されていた．しかし，被災者台帳システムを活用するこ
とで，支援を必要とするが受給に向けた行動をとっていない
被災者を特定し，行政側から被災者に働きかける「攻めの行
政」が実現した．被災者の多くは，災害の経験が初めてであ
り，支援制度についても精通しておらず，何を受給できる
か，どのように再建を進めるべきかといった見通しが立たな
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図 8 中越沖地震時の被災者台帳システムの個票(11) 中越沖地
震において初めて被災者台帳システムが構築され，生活再
建支援に必要な基本情報項目が同定され，個票として実装
された

図 9 現場ニーズに応じて作成された集計機能一覧(11) データ
の蓄積と対応課題の変化に伴って現場から求められる集計
機能が随時追加され，図のような最終形に至った．



い．図 10は，発災から約半年が過ぎた時点で，被災者台帳
システムに記録されたデータに基づき，当時の被災者が再建
過程において支援から取り残されていく様子を示した結果で
ある．
当時は，半壊以上の被災者に対して，何かしらの支援が提
供された．被災者は第一に「罹災証明書」の発行を受けなけ
ればならないが，既に 133世帯が未受取であった．そのた
め，この 133世帯は，この時点で再建が滞ることとなる．一
方で，罹災証明書を受け取った場合でも，761世帯が相談に
訪れず，受けられる支援を理解できていない．また，相談に
おいて支援内容を示されたとしても，1,169 世帯が申請に
至っていない．すなわち，攻めの行政を実施しない状態で
は，約 1/3の被災者へ支援が行き届かない結果となった．柏
崎市では，それぞれに該当する被災者の状況を踏まえ，戸別
訪問や申請書の作成支援などにより，取り残しのない生活再
建支援を実現した．この事例以降，「攻めの行政」という言
葉が主流化し，普段の行政とは異なる姿勢での生活再建支援
の重要性が認識された．

4.2 東日本大震災以降における被災者台帳シ
ステム

前述の事例以降，被災者台帳システムを全国の自治体が利
活用できるように，システムの標準化を推進した．その中
で，2011 年東日本大震災が発生した．東日本大震災では，
岩手県・宮城県・福島県の東北 3県を中心に甚大な被害が発
生した．前述の事例では 1市を対象としていたが，東日本大
震災では，8都県 237区市町村において災害救助法が適用さ
れた(12)ことから，1市運用型でのシステムでは限界があっ
た．そこで，Wev配信型のシステムへと展開するとともに，
大規模災害で適用するための課題特定と解決策の検討を推進

した．
本事例では，東北 3県の中でも岩手県を対象として，県庁

内にサーバを設置し，地方公共団体を相互に接続する行政専
用のネットワークである LGWAN（総合行政ネットワーク）
上にシステムを配置することで，沿岸部を中心に七つの被災
市町村（久慈市，野田村，宮古市，大槌町，釜石市，大船渡
市，奥州市）へサービスとして配信した(13)．主要な機能は，
中越沖地震時のシステムとは変わらないが，より安定的かつ
大量アクセスを可能とするために，システムを再開発した．
図 11は，東日本大震災で実装したシステムの画面の一部で
ある．
東日本大震災で大きく異なった点は，時間経過に伴って

様々な支援が新設されることであった．すなわち，事前に管
理すべき情報について要件を決定できなかった．そこで，業
務登録という概念を取り入れ，ユーザが必要に応じて，管理
すべき情報項目を設定し，それをデータベースに反映させ，
システムが管理する業務として集約する機能を実装した．こ
こで反映される業務は，その他の業務と合わせて統合して集
約でき，各種支援を受給した世帯，未受給の世帯を同定する
ことを可能とした．
本事例を通して，災害対応の中でも生活再建支援を対象と

した場合，システムの要件を事前に整備することは難しく，
いかにして状況変化に柔軟に対応できるシステムとするかが
重要であることが明らかとなった．その一方で，このような
システムは災害後に整備するのではなく，事前導入が理想で
ある．いざ導入を検討する際，自治体にとって「本システム
を導入することで何ができるか」に焦点が合わせられるた
め，自由に設定し様々な業務に対応できるという特徴では導
入が難しいケースが多かった．これに対して，筆者らを含
め，本システム開発に携わり被災地での実装経験のある研究
者が説明会を重ねることで，現在では新潟県や東京都などで
本システムの事前導入が実現している．
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図 10 各支援過程における被災者への提供状況(11) 支援を受給
するためには，順を追って証明書の受け取りや相談，申請
が必要となるが，行政からの働きかけがなければ約 1/3の
被災者が未対応となる．

図 11 東日本大震災での被災者台帳システムの個票(13) クラウ
ド版の被災者台帳システムが整備され，基本情報の精査に
加え，様々な支援の実施状況を一括して管理可能となっ
た．



4.3 システムの記録データを活用した新規研
究の創出

前節で示したように，災害を契機として様々なシステムの
開発が進み，その実装が進みつつある．民間企業において
も，その経験を活かし，サービス展開することで我々の社会
での実用性が向上している(2)．システムの機能開発に関する
研究は，一定の成果を得たと評価できる一方で，システムが
社会実装されることによって，副次的な研究が創出された．
それは，被災者台帳システムに記録されたデータに基づく被
災者生活再建過程の解明である．
これまで被災者生活再建支援業務の中でも重要な「罹災証
明書発行」については，発災後 1か月後をピークに業務負担
が大きいとはいわれていたものの，その実態は不明瞭であっ
た．被災者台帳システムの運用により，罹災証明発行の実態
や，各種支援の提供実態がリアルタイムに蓄積されたことか
ら，これらのデータを分析することで，被災者生活再建にか
かる業務量の変遷が解明された(14)．これらの成果から，筆
者は「被災者生活再建支援にかかる業務量シミュレーション
ツール」のプロトタイプを開発した(15)．図 12は，その画面
である．
本ツールでは，各自治体で想定される被害量を入力するこ
とで，過去災害の実態からいつ頃ピークを迎え，いつ頃まで
業務が継続するかといった，業務量推移の全容がシミュレー
ションされる．特に，被災者生活再建支援の業務量は，被災
者自身の行動に依存する傾向にあるため，災害ごとに業務量
発生状況が異なる．図 12では，2007年新潟県中越沖地震と
2016年熊本地震を例として，それぞれの災害と同様の状況
が発生した場合を想定してシミュレーションを実施してい
る．赤色は新潟県中越沖地震，青色は熊本地震を再現した際
の結果を表している．この結果を利用し，自治体では業務遂
行のための体制整備や訓練のシナリオ策定を検討することが
可能となった．

本来，罹災証明書の発行や各種支援の提供は，被災者の申
請に対して対応することが主流であり，つまりは被災者の動
きに依存する．そのため，シミュレーションを実施すること
の意義が問われた．これに対して，日別の業務発生量を全業
務量で除算した割合を，曜日による変化の影響を極小化する
ために週ごとに集計し，その変化について災害間でピアソン
の積率相関係数を算出したところ，高い相関が確認された．
表 1は，2007年中越沖地震と 2016年熊本地震の相関係数を
算出した結果である．
更に，2016年熊本地震では，17の市町村において被災者

台帳システムを実装しており，同一災害における市町村間の
比較も可能であった．その結果，被災者生活再建の基礎とな
る罹災証明発行や支援金の支給といった業務においては，被
害規模の大きい自治体では高い相関が確認された．一方で，
被害規模の小さい自治体とは相関は低く，業務発生量の予測
が難しいことが明らかとなった(16)．これは，ある一定量の
被害が発生すると，その被災者の行動から導出される業務量
は予測可能であることを示唆している．そのため，職員動員
による体制整備や必要資機材の調達など効果的な対策を，被
害量が把握できた時点で講じることができることを示してお
り，効果的な災害対応に資する成果となった．
このように，システムの整備・導入は，その被災地の業務

軽減や効率化といった支援だけではない．システム利用に
よって記録されたデータが研究資産となり，次の研究につな
がっている．特に，新たなシステムの導入は，新たなデータ
が記録されるため，そのデータを分析することで新たな知見
を獲得できる．システム設計・開発の段階から，記録データ
の活用を視野に入れ，システム実装とデータ分析を継続的に
循環させることが重要であると考えている．

5. 事前における避難検討支援

前章まで災害発生後の対応に関する ICT活用の事例を中
心に紹介した．地震災害のような突発性の災害では，発災後
の対応が主となる．一方で，風水害や土砂災害，津波災害な
どは予兆現象の把握から災害発生までに猶予時間があり，そ
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図 12 生活再建支援業務量シミュレーションツール(15) 過去災
害の実績に基づき，想定される被害量を入力することで，
日別の想定業務量がシミュレーションされる．

表 1 中越沖地震と熊本地震における各種支援の業務
量発生分布の相関係数 15)

業務名 相関係数
り災照明発行 0.009＊＊

生活再建支援相談窓口 0.058＊＊

被災者生活再建支援金 0.728＊＊

義援金（住家被害） －0.106

応急住宅修理 0.432＊＊

仮説住宅申込受付 0.313

＊ 相関係数は 5%水準で有意．
＊＊ 相関係数は 1%水準で有意．
生活再建支援業務の業務量発生分布を災害間で比較し
相関関係を算出したところ，罹災証明発行や相談窓口
では高い相関が確認された．



の間に実施される命をまもる行動としての避難行動が重要で
ある．この局面では，高精度・高解像度での災害発生予測や
地域住民への情報提供の高度化に ICT活用が進められてい
る．筆者らは，地域住民の避難行動に焦点を合わせて，ICT

活用の可能性を研究してきた．その事例を本章では紹介す
る．

5.1 個別避難計画の必要性

2011年東日本大震災を契機に，都道府県や市町村の地域
防災計画だけでなく，地域を襲うハザード特性や地域住民の
居住実態を踏まえた「地区防災計画」の策定が進められた．
また，2021年 5月には，災害対策基本法の一部が改正され，
同法の第 49条 14項において，個別避難計画の作成に関する
市町村の努力義務化が示された(17)．
各地域での地区防災計画を策定するにあたり，地域のハ
ザードを適切に理解し，各個人や世帯の実情，取り巻く地域
特性に応じて実効性の高い計画を策定しなければならない．
多くの自治体では「ハザードマップ」として，地域を襲うと
想定されるハザードの規模や影響程度，地域の避難所情報な
どを地図形式で整備・提供している．しかしながら，それら
は静的マップであり，必要な情報を確実に抽出することや，
独自の情報を重ね合わせて新しい知見を抽出することが難し
い．例えば，過去に当該地域を襲った災害の経験や知見な
ど，人に伝承された内容を地図に反映させ，地区防災計画と
して活用することを，ハザードマップだけで実現はできな
い．
ハザードマップが整備されているのだから，それに記載さ
れるデータはディジタルデータとして整備されているはずで
ある．つまりは，ICTを活用し，地域住民や地域の組織が
「我がこと意識をもって，避難を検討したい」というニーズ
に対応できる情報処理機能及び情報処理基盤が整備されれ
ば，データを取り込み，サービス化することは可能である．
また，個人の記憶に残された経験・知見を抽出し，データ化
して計画に反映できるようになれば，地域に根付いた多くの
情報を活用し，実効性の高い計画を策定できる．ICTは情
報処理だけに焦点を合わせるのではなく，情報の入出力並び
に一元的なデータ管理までを含めて，総合的なシステムとし
て整備することが求められる．

5.2 災害時の避難経路検討を支援する研究

災害時の避難経路を検討するフェーズとして，事前の計画
段階及び発災直前・直後の実行段階の二つが考えられる．そ
れぞれの代表的な研究を以下に示す．

5.2.1 マルチエージェントシミュレーションを活用した避
難行動のあり方に関する研究

災害時の避難状況をシミュレーションし，その状況から地
域や避難行動に潜む課題を解明する研究が進められている．

その代表的なシミュレーション手法の一つとしてマルチエー
ジェントシミュレーションが挙げられる．マルチエージェン
トシミュレーションでは，避難する人や車などをエージェン
トとして位置づけ，各エージェントの特性を設定するととも
に，道路の状況や混雑状況などエージェントを取り巻く環境
とのインタラクションによって，各エージェントの行動を規
定し，全体をシミュレーションするものである．例えば，玉
井らは人の心理的条件を加味し，それぞれの人エージェント
の歩行速度を規定している(18)．特に，本研究では追従性と
避難経路の記憶に着目している．人エージェントがお互いに
追従性をもち，それぞれに避難経路を記憶しておくことで，
全体の避難完了時間が短縮されることを明らかにした．

5.2.2 リアルタイムの避難環境変化を避難者にフィード
バックする情報共有技術に関する研究

災害の発生直前及び直後において，被災者には適切な避難
行動が求められる．その際には，災害発生の覚知を迅速に認
識し，置かれた状況を的確に把握し，命の安全確保の可能性
が最も高い行動を選択しなければならない．そのためには，
状況に関する情報を収集・集約し，それを周りの避難者に共
有する必要があり，情報技術の活用が期待される．例えば，
和田らは救急救命避難支援システム（Emergency Rescue

Evacuation Support System : ERESS）を開発し(19)，個人の
行動変容のセンシングによって，危機の発生覚知や危機の発
生場所，避難すべき先の情報など，避難誘導に必要となる基
礎情報を収集し共有する研究を実施している．避難時に必要
な情報の共有は，行政やその他の組織が面的に情報を共有す
る方法があるが，これには情報収集・集約，共有に時間を要
する．一方で，個人が把握した情報を，すぐに共有するため
には，それに適した情報技術が必要となる．しかし，避難者
が避難行動と情報収集を同時に実施すると，避難者への負担
が大きく，情報の正確性，避難の迅速性に課題が残る．この
課題を解決するための研究として，前述の和田らの研究が位
置づけられる．
これらの二つの代表的な研究を示したが，前者は全体的な

シミュレーションを通して，事前に考慮すべき要素を特定す
るものであり，後者は災害時において各避難者を活用し全体
的な避難の高度化をはかるものである．事前における個人の
避難計画策定において，それぞれの個人が様々な条件下での
避難を試行し，計画に反映させる仕組みとしては，いまだ
ハードルが高い．特に，避難行動の選択は個人の属性が大き
く影響する．すなわち，対象避難者の個別条件を考え，それ
ぞれに応じた計画を策定することが重要であるとともに，各
個人の防災意識の向上及び知識の強化が必要となる．次節以
降では，個人が試行しながら計画を策定する過程でその意識
向上を誘発する研究を紹介する．
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5.3 個別津波避難経路決定支援ツールの開
発・実装

個別避難計画や地区避難計画を策定する上で，とりまく環
境を正しく理解し，個人や家族の脆弱性を踏まえた適切な計
画を策定する必要がある．一般的には，自治体が整備するハ
ザードマップを参照するが，ハザードマップは必ずしもイン
タラクティブではなく，そのハザードも固定されている．水
害に対する避難を検討する際，避難経路上の標高の変化や障
害の有無について理解しなければならない．また，避難計画
を他者が作成して提供するだけでは，当該住民の意識向上が
期待できない．
これらの課題に対して筆者らは「複合災害を想定したクラ
ウド版避難経路決定支援ツール」を設計・開発した．まず，
この前身となったツールとして「津波避難経路決定支援ツー
ル」がある(20)．これは，危険情報の可視化，取捨選択，共
有を繰り返すことで，1人ひとりの津波避難経路の獲得を目
指したものである．本ツールは新潟県新潟市を事例として開
発・実装された．
本ツールを開発する上でも，これまでと同様に地域住民の

「避難経路策定」の取り組み状況を参与観察し，システムの
要件として反映し，具体的なシステム開発に至っている．具
体的には，2014年から新潟市が実施した「地域がつくる津
波避難計画作成検討会」に参画し，計 5回のワークショップ
において ICTを活用することで，津波避難計画策定が促進
される局面を見つけ出し，情報処理過程をモデル化するとと
もに，ツールとして整備した．
避難経路決定までの過程は，誰もがいつでも利用可能とす
ることを目指し，図 13に示すように単純化した．(a)では，
利用者が出発点や緊急避難先の住所を入力し，Google Maps

APIを活用して位置情報に変換する．(b)では，出発点と経
由地・目的地となる緊急避難先を最短で結ぶ経路を決定し利

用者に提示する．(c)で利用者は過去災害の経験や知識を活
用し，避難経路の選択肢を探り，必要に応じて避難経路を修
正する．(d)で利用者が選択した避難経路が津波の浸水領域
に重なるかの判定を行い，危険がある場合は利用者にフィー
ドバックし，利用者は他経路を選定しては検証を行う作業を
繰り返し，考え得る経路の中で最も安全と想定される経路を
決定する．このモデルに従って情報処理を可能とするツール
を設計・開発した．図 14には，本ツールの画面の一部を示
す．このツールでは，画面左部において判定すべきハザード
リスクを設定でき，画面中央部の地図内で避難の開始場所，
一次避難場所，二次避難場所などを指定できる．また画面上
部には経路上の標高の変化をグラフで表示し，画面右部には
具体的な経路を示した．
ここで開発したツールは Web アプリとして実装してお

り，ツール利用前に津波避難にかかる基礎知識を学ぶ学習面
とあわせて一般公開を実施した．公開にあたり，利用実績を
ログとして収集できるよう機能を仕込み，具体的に利用者は
「全ての機能を利用してくれるか」「どの機能が人気か」「ど
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図 13 津波避難経路決定にかかる人と ICTのインタラクションモ
デル(20) 津波避難の経路を決定するにあたり，ユーザに
どのような情報を求め，ICT がどのように情報処理し，
ユーザに返すかをモデル化した．

図 14 個別津波避難経路決定支援ツール(20) 指定された経路に
対して，ハザード情報と突き合わせ，経路上のリスクを判
定するとともに，標高変化を可視化し，ユーザに経路上の
危険性を提示する．

図 15 各機能へのユーザのアクセス実態分析結果(21) アクセス
ログを分析したところ，様々な機能を実装していても，多
くのユーザは途中で利用を停止しており，操作性に課題が
あることが明らかとなった．



こで利用者は挫折するか」などを分析した．図 15 (21)が，当
時の利用実績を機能ごとに整理しフロー化したものである．
青色はツールの概要説明や基礎知識の学習面，ツール利用終
了など，本質的なツール利用の外側に位置する行動を表し，
紫色は具体的なツール利用に関する行動を表している．それ
ぞれの丸オブジェクトをつなぐ線上に，どれほどの利用者が
その線を辿ったかを数字で表している．この結果から，アプ
リの操作性の悪さと機能の複雑さが影響し，操作に関して先
が見通せないために，多くの利用者が全ての機能を活用して
いないことが分かった．

5.4 個別避難経路決定支援ツールのストー
リー実装とクラウド化

前述の利用実績分析の結果を踏まえ，より広く，より容易
に利用され，各自の避難経路決定に役立たせてもらうための
改善を実施した．具体的には，「ストーリー化によってツー
ルが示す結果を明示的にすること」(22)「クラウド化し様々な
ハザードと連携することで利用シーンを増やすこと」(21)の二
つである．
ストーリー化については，図 16に示すように，ツール側
で状況判断するために必要な情報を，インタラクティブに利
用者から収集することとして，そのフローを整理した．各ス
テップでは，利用者が検討すべき課題を示し，その情報につ
いて考えてもらう機会を設けている．ストーリーは総合評価
を含めて五つのステップから構成された．ステップごとに，
そこで収集された利用者の情報に対してツールが評価し，逐
次フィードバックを実施する．最終的な総合評価では，全体
を振り返り，各ステップにておいてどのような選択肢があっ
たか，どの選択肢を選び，どのように影響したかを示し，総
合的な学びの場を提供した．図 17は，総合評価の画面の例

である．
一方で，これらのシステムのクラウド化を進めた．クラウ

ド化した最も大きな理由は，全国各地の様々なハザード情報
が公開されており，その多くが空間情報として整備されてい
たことである．これらを利用者のニーズに応じて重ね合わ
せ，リスク評価ができるようにした．これまでに整備した
ツールと同様に，避難経路上の標高分析やハザードと遭遇す
るリスクの可視化は継続し，ハザードだけを利用者が変更で
きるようにした．図 18がクラウド化されたツールの画面の
例である．
本ツールの実装により，様々なハザードに対して全国規模

で避難経路の検討が可能となった．一方で，クラウド上に公
開されているハザード情報は，地域によって情報項目が異な
り，あくまで避難経路とハザードの有無の判定にとどまっ
た．また，このようなツールを開発しても，一研究者では継
続的な維持管理が困難である．現在では，防災科学技術研究
所が開発・運用する「You@Risk」(23)において一つの機能と
して継承され，社会実装が進んでいる．
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図 16 インタラクティブに情報収集・提供するためのストーリー
モデル(22) ステップ単位で判断と評価をセットにして
還元することでユーザの注意を継続するとともに，ステッ
プごとのユーザ判断が，最終的な評価にどう影響したかを
示すよう，ストーリーモデルとして実装した．

図 17 ステップごとの選択・判断を総合評価した結果(21)

ステップごとの選択肢と選択結果（判断）を提示すること
で，他選択の可能性をユーザに提示し，総合評価を見てふ
りかえりを可能とした．

図 18 クラウド版避難経路決定支援ツール(21) 個別版と同様の
機能を維持し，様々なハザード情報から空間的に分析する
クラウド版として展開した．



6. これまでの研究をふりかえって

筆者はこれまで，防災・減災に寄与する ICTの活用方策
について，アクションリサーチというアプローチで様々なシ
ステムの設計・開発を進めるとともに，実際の被災地で実装
を重ねてきた．システムの設計・開発にあたっては，常に災
害対応の従事者や支援者の活動を参与観察し，それらをモデ
ル化することで ICT活用の可能性を模索してきた．この中
で，「人と ICTの調和した創造的協働による災害対応支援」
を意識してきた．人と ICTのそれぞれの特徴を的確に理解
し，それぞれの利点を活かしながら，苦手とするところをお
互いに補い合うような，人と ICTの役割分担を明確化する
ことで，実装を推進した．特に，本稿で紹介した各システム
は，単純に設計開発と実装だけでは終わらない．そのシステ
ムを利用することを前提とした新しい業務フローの確立や，
必要な知識や技術を利用者に教育する研修プログラムをあわ
せて開発し，各システムの普及を促進してきた．そのために
は，長期にわたり現場を提供してくれる様々な自治体の支援
があってこそ，システムの設計から実装，研修の有用性検証
に至るまで，包括的なシステム活用の場が構築できたと考え
ている．
また様々な情報技術は常に進展し，20年前では考えられ
なかった多くのことを短時間で処理可能となっている．現場
に必要な技術は何であり，それによってどのような課題を解
決でき，災害対応の従事者はどのように業務を高度化できる
かについて評価し，必要十分な情報技術を適用することで新
しい課題の解決に努めてきた．各システムの実装により，多
くの被災地を支援できたと自負している．
その一方で，システムの実装と運用に伴い，被災地の実際
を記録した膨大なデータを取得することもできた．これらは
研究的な価値の高いデータとなり，過去の事例からの経験則
であったような事象も，データをもって解明することができ
た．筆者はシステムの実装により，継続的な災害対応現場の
モニタリングができたことで，次の災害につなぐことのでき
る知見を多く得られたと考えている．
近年では，デジタル庁の設立や DX（デジタル・トランス
フォーメーション）の推進がキーワードとなり，社会は新た
なステージに移行している．防災・減災の局面においても，
ディジタル化によって過去災害では把握できなかった様々な
知見を収集し，DX化を進めることが求められている．シス
テムの実装は一つの手段であり，それによって収集・蓄積さ
れるデータを，いかに適切に分析し，有効活用するかが重要
な課題となっている．筆者としては，人と ICTの調和した
創造的協働によって，被災された自治体や被災者自身を迅速
かつ確実に支援するとともに，得られたデータを俯瞰的かつ
総合的に扱うことで，災害経験のない自治体や住民が学んだ
り体験できたりする場や仕組みを整備し，経験と学びを循環
させたい．これによって，全国各地で発生する災害対応の知
見が有効に活用され，社会全体の防災力が向上されると考え

ており，今後も継続的にシステムの実装とあわせて，知見の
蓄積と他地域への還元を続けることを約束する．
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特集タイトル：
Special Section on Laser Dynamics and Complex Photonics
掲載誌：
NOLTA IEICE, 2022年 1月発行

電子情報通信学会NOLTA ソサイエティでは，非線形理論とその応用に関する国際シンポジウム「International Symposi-
um on Nonlinear Theory and Its Applications」が毎年開催されており［1］，近年では複雑フォトニクスとその応用に関する
特別セッションが企画されています．本特集では，複雑フォトニクスとレーザダイナミクス及びその応用に関する近年の研究成
果を，国際的に発信することを目的として企画されました．投稿された全ての論文はNOLTA, IEICE の標準査読プロセスに従っ
て審査され，2編の招待論文と8編の一般投稿論文が掲載されることになりました．掲載論文には光リザーバコンピューティン
グ，物理乱数生成のための広帯域レーザカオス，自由空間光暗号システム，迷路探索のための光双安定デバイス，光注入レーザ
におけるノイズ誘起遷移，レーザカオスを用いた意思決定，強化学習を使用した適応モデル選択などのトピックスが含まれてい
ます．これらの論文は，レーザダイナミクスと複雑フォトニクスの分野に精力的に取り組んでいる著者らによって執筆されてい
ます．特にリザーバコンピューティング，意思決定，強化学習などの光人工知能に関する研究は，2020年の最も活発な研究分
野の一つになりました．これらの論文は，読者に新しい研究の方向性のインスピレーションをもたらし，レーザダイナミクスと
複雑フォトニクスのみならず，様々な学際的研究分野の将来の発展の基礎として役立つと考えております．掲載論文は http://
www.nolta.ieice.org/から無料で御覧頂けます．
最後に，本特集の企画並びに編集作業にあたり，多大な御協力を頂きましたNOLTA, IEICE 編集委員会，IEICE 事務局，編集
委員，査読委員，そしてご投稿頂きました全ての著者の皆様に感謝申し上げます．

［1］岡田啓，関屋大雄，“国際会議報告 2020 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications,”
IEICE ESS Fundamental Review, vol. 14, no. 3, pp. 257-259（2021).
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開催予定だった北九州国際会議場

ESSニュース
第34回回路とシステムワークショップ（KWS34）開催報告
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1．開催概要

今年で第 34回を迎えた回路とシステムワークショップ（KWS）は，電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティの「システ
ムと信号処理サブソサイエティ」に関連する四つの研究専門委員会（回路とシステム研究専門委員会・VLSI 設計技術研究専門
委員会・信号処理研究専門委員会・システム数理と応用研究専門委員会）の主催により，「回路とシステム」に関連した分野の
研究者・技術者が一堂に会して，毎年開催されるワークショップです．本ワークショップは，分野内だけでなく，分野をまたぐ
境界領域の問題解決と，将来の研究分野を探求することを目的として，第 23 回（2010 年）までは春の軽井沢で，第
24～28回（2011～2015 年）は真夏の淡路島で，第 29～31回（2016～2018 年）は立夏の北九州で，第 32回は晩
夏の東京北千住，東京電機大学で，第33回は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして，当初は岐阜県にある長良川
国際会議場での開催を予定していましたが，オンラインで開催されてきました．
第34回となる今回は，8月下旬に福岡県にある北九州国際会議場での開
催を予定していましたが，昨年と同様に新型コロナウイルスの感染拡大を受
け，やむなく会場をオンラインに変え開催しました．現地会場に一堂に会す
ることができませんでしたが，オンライン上で多くの方と時間を共有して
ディスカッションすることができました．また，学生の無料参加を導入した
り，手続きのオンライン化を更に進めて参加しやすさを向上したりするなど
新たな試みを導入しました．開催後に実施したアンケートによると，好評を
得た取り組みもあり，コロナ禍解消後にも活用可能な知見が得られたワーク
ショップとなりました．
・日時：2021年 8月26日（木)～8月 27日（金）
・場所：Zoomを用いたリアルタイムオンライン会議
・主催：

─電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ
＊システムと信号処理サブソサイエティ

・回路とシステム研究専門委員会
・VLSI 設計技術研究専門委員会
・信号処理研究専門委員会
・システム数理と応用研究専門委員会

・共催：
─北九州市

・協賛：
─電子情報通信学会非線形問題研究専門委員会
─電子情報通信学会スマートインフォメディアシステム研究専門委員会
─電気学会電子回路研究専門委員会
─IEEE Circuits and Systems Society, Japan Joint Chapter
─IEEE Signal Processing Society, Tokyo Joint Chapter
─IEEE Council on Electronic Design Automation, All Japan Joint Chapter

2．運営体制

KWS34実行委員幹事団は，佐藤隆英実行委員長（山梨大）を中心として下記のように構成しました．
・実行委員長：佐藤隆英（山梨大）
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・副委員長：
─小中英嗣（名城大）
─小西克巳（法政大）
─桜井祐市（日立）

・幹事：
─総務担当：齊藤 健（日大）
─会計・参加担当：岩垣 剛（広島市立大）
─論文担当：横川智教（岡山県立大）
─会場担当：京地清介（工学院大），松岡 諒（北九州市立大）
─出版・広報担当：東 広志（京大）

3．会場とプログラム

当初，福岡県北九州国際会議場を会場として開催する予定でしたが，リアルタイムオンラインカンファレンスに変更すること
となりました．オンラインカンファレンスのシステムとして，前回のワークショップで使用した Zoomを選定しました．セッ
ション会場として Zoomルームを三つ用意し，これまでと同様に同時並行で複数のセッションを進行しました．また，できる
だけ当日のシステムトラブルを低減させるために，前日に発表者や座長，スタッフらによるリハーサル（ネットワーク接続，マ
イク・カメラ機材，進行手順などのテスト）を行いました．このリハーサルが，ワークショップ当日のトラブルをほとんど生じ
させなかったという結果につながったと考えられます．
KWS34では，これまでと同様に，一般論文に加えてWork In Progress 論文の募集も行いました．これはKWS29からの
試みであり，「構想段階・研究途上の発表も推奨する試み」として，好評につき今回も企画致しました．投稿論文は，一般論文
に関しては2名，Work In Progress 論文に関しては1名による厳正な査読を経た後，実行委員会において特に若手研究者の新
しいアイディアの奨励に関して考慮がなされ，最終的に，一般論文として42件，Work In Progress 論文として12件の論文
が採択されました．そして，それらと一般招待講演 6件・特別招待講演 1件とを併せて，合計 23のセッションを次のとおり
構成しました．
・2021年 8月26日（木）
─ 9：15～10：30：オーラルセッション（3会場）
─10：45～11：45：オーラルセッション（3会場）
─12：00～13：00：Work In Progress ポスターセッション
─13：30～14：45：オーラルセッション（3会場）
─15：00～16：15：オーラルセッション（3会場）
─16：45～17：45：特別招待講演（1会場）

「2020-21年の最新機器分解から見える日米中の広がり続ける差」
清水洋治（テカナリエ）

・2021年 8月27日（金）
─ 9：15～10：30：オーラルセッション（3会場）
─10：45～12：00：オーラルセッション（3会場）
─13：00～14：15：オーラルセッション（3会場）

4．全員参加型のセッション

昨年に引き続き，今年も参加者全員が交流できる企画として，以下を実施致しました．
・ Work In Progress セッション：構想段階・研究途上の発表も推奨する研究発表
・特別招待講演：メイン会場にて，全分科会参加者が一堂に会する講演会
Work In Progress セッションは，それぞれ個別会場（Zoomのブレイクアウトセッションを利用）に別れてディスカッショ
ンを行いました．若手研究者にとって，全分科会の参加者が一堂に集い，自由に議論を交わしながらアドバイスをもらえたり，
交流を深めたりすることができる大変有意義なセッションだったと思います．
全分科会参加者が集う「特別招待講演」では，「2020-21年の最新機器分解から見える日米中の広がり続ける差」と題して，

(株)テカナリエの清水洋治様にご講演を頂きました．講演では，最新機器の分解から見えてくる海外企業と日本企業の設計思想
の違いを紹介して頂き，日本企業の現状について鋭い洞察を示して頂きました．講演後は，大学・企業における研究者の立場か
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ら様々な質問が投げかけられ，活発な議論が交わされました．

5．表彰式

回路とシステムワークショップでは，分科会ごとに将来活躍が期待される若手研究者に奨励賞を授与しています．昨年，オン
ラインで開催された第33回のワークショップ論文と発表の内容から，表1の 4名が奨励賞を受賞されました．奨励賞の表彰式
ではKWS33実行委員長の小平行秀（会津大）から賞状と副賞が贈られました．

表 1 第 33回 回路とシステムワークショップ奨励賞受賞者一覧（所属は発表当時）

受賞者 論文タイトル
長尾 詢一郎（京都工芸
繊維大学）

ブリッジ回路に適したGaN HEMT向け単一電源駆動3
レベル電圧制御ゲートドライバ

明間 陸（東京工業大学） Approximate-Then-Diagonalize-Simultaneously
Algorithm and Tensor CP Decomposition

黒川 陽太（山口大学） NoCにおける耐故障・決定的ルーティング法に対する仮
想チャネルの適用効果

谷田部 匠（会津大学） 決定木に基づくバイナリニューラルネットワークの近似
計算に関する一検討

また，KWSの主催団体である電子情報通信学会システムと信号処理サブソサイエティにより，KWSの運営に対しての表彰
として，システムと信号処理サブソサイエティ貢献賞の贈呈が行われました．今年は 5名の幹事に本賞が贈呈されることとな
り，関係するシステムと信号処理サブソサイエティ委員長の岡崎秀晃様から賞状が贈られました．

6．閉会式

閉会式では，佐藤隆英実行委員長から，前回と同様に困難な状況においてKWSの開催にこぎつけられたのは，関係する実行
委員会メンバー全員の協力があったからこそという感謝が述べられました．
次回 KWS35 実行委員長の小中英嗣先生（名城大）より次回 KWS開催についての御挨拶を頂き，次回は北九州での現地開
催を目指して準備を進めていることを御案内頂きました．

7．おわりに

会議全体を通して参加登録者182名の方々に御参加頂き（表2），例年同様とはいかないまでも，大変充実したワークショッ
プとなりました．今年も無事ワークショップを終了できたのは，ひとえに御参加頂きました皆様の御理解と御協力，及びこれま
で本ワークショップに携わって頂いた多くの方々の御尽力の賜物です．厚く御礼を申し上げます．
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また，残念ながら現地会場にできなかった北九州国際会議場関係者の皆様にも，様々な御協力を頂き誠にありがとうございま
した．例年のKWS投稿・査読・出版システムの管理・運営と，アブストラクト集，論文集，校正等に御協力頂きました田岡智
志様（田岡コンベンション・システム(株)）に，心より御礼申し上げます．
なお，来年のKWS34は，小中英嗣先生（名城大）を実行委員長として，北九州市北九州国際会議場にて2022年 8月に開
催予定です．今後も，回路とシステムに関する分野のみにとどまらず，本ワークショップの更なる発展と継続的な開催を心より
祈念致しております．今後とも皆様の本ワークショップへの御理解と御協力，更に論文投稿・御参加をどうかよろしくお願い致
します．

東 広志（正員）
2007 東京農工大学・工学部・電気電子工学科

卒．2011 同大学院・工学府・博士前期課程了．
2013同博士後期課程了．2014から豊橋技術科学
大学・情報知能工学系・助教．2018 から京大・情
報学研究科・助教．博士（工学）．
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表 2 参加人数内訳

参加種別 人数（名）
一般（会員） 87
一般（非会員） 4
学生 81
招待（招待講演者・KWS30奨励賞受賞者） 10
計 182



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？

■バイオメトリクス研究会（BioX）
近年，バイオメトリクス認証は，パソコンやスマートフォンなどのログイン，入退場管理における本人確認など，様々な領域に
利用され，より身近な存在になりつつあります．
バイオメトリクス研究会（BioX）は，2014年に設立された比較的新しい研究会です．バイオメトリクス研究会では，バイオ
メトリクス及び関連する認証技術などの全般（デバイス，センサ，アルゴリズム，メディア処理，パターン認識，セキュリティ，
ソフトウェア・ハードウェア実装，精度評価，性能評価，データベース，ネットワーク，システム構築・運用，サービスを含む広
範囲にわたる技術領域，プライバシー，社会実装をはじめとする社会科学的な諸課題など）を扱っています．
バイオメトリクス研究会では，毎年，年4回の研究会と，年1回のシンポジウムを開催しています．特に毎年11月に開催し
ている「バイオメトリクスと認識・認証にシンポジウム」では，バイオメトリクスや認証分野の年間の動きが俯瞰できる研究会と
して，毎年100名前後の研究者が参加しており，活発な議論が行われています．今後，オンラインの研究会だけでなく，現地開
催とのハイブリットを予定していますので，是非，御発表・御参加ください．活発な議論をしましょう！

研究会・シンポジウムのスケジュール
開催月 開催地 テーマ 共催／併催

2022年 3月 東京（予定） 未定 クラウドネットワークロボット研究会（CNR）

2022年 5月（予定） 金沢（予定） 映像・信号の処理・解析・AI 技術
とその多分野応用

画像工学研究会（IE），信号処理研究会（SIP），メディ
ア工学研究会（ITE-ME），情報センシング研究会（ITE-
IST）

2022年 7月 オンライン開催
セキュリティ，一般
（セキュリティサマーサミット
2022）

情報セキュリティ研究会（ISEC），技術と社会・倫理研
究会（SITE），情報通信システムセキュリティ研究会
（ICSS），マルチメディア情報ハイディング・エンリッ
チメント研究会（EMM），ハードウェアセキュリティ研
究会（HWS），コンピュータセキュリティ研究会
（IPSJ-CSEC），セキュリティ心理学とトラスト研究会
（IPSJ-SPT）

2022年 10月（予定） 未定 バイオメトリクス一般

2022年 11月（予定） 未定 バイオメトリクス一般（バイオメト
リクスと認識・認証シンポジウム）

今岡 仁（正員）
1997年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専

攻博士課程修了．1997 年 NEC 基礎研究所入社．
脳視覚情報処理に関する研究に従事．2002 年
NEC マルチメディア研究所に異動．顔認証技術に
関する研究開発に従事．主に顔照合アルゴリズムに
関する研究開発を行い，NEC の顔認証技術を応用
した製品「NeoFace」の事業化に貢献．現在，

NECフェロー．博士（工学）．

■高度交通システム研究会（ITS）
高度交通システム（Intelligent Transport Systems : ITS）研究会では，毎年5回の研究会を開催しております．7月研究会

は単独で開催しておりますが，9月研究会は情報処理学会，電気学会の ITS 研究会と連催で，学会をまたいだ ITS 分野の研究者
が集まり活発な議論を行っております．12月研究会では，高信頼制御研究会，ワイドバンドシステム研究会と共催で，通信や制
御にフォーカスを当て，ITS技術の基盤技術の議論を広く行っております．この研究会ではポスターセッションを開催し，優秀な
講演に若手奨励賞を授与しています．2月研究会では，画像工学研究会や，映像情報メディア学会の三つの研究会と共同で大規
模な研究会を開催しています．この研究会では，ITSの主要技術である画像処理にフォーカスを当てております．3月研究会でも
電気学会の ITS 研究会と連催で開催しております．ITS に関する分野は幅広く，通信や画像処理だけでなく，センシングや交通
工学に関する幅広い分野を取り扱っております．最近の発表では，スマートフォンやスマートウォッチといったデバイスのセンサ
や，無線 LANの機能を用いた歩行者ナビゲーションに関する発表が増えてきております．特に，二輪車向けのアプリケーション
に関する研究発表が増加しています．
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また，近年広く注目され，様々な社会実験が始まっているMaaS（Mobility as a Service）に関する学術分野の発信源として
役割を担うべく，積極的に招待講演や招待論文（例えば，K. Sakai, “Public transport promotion and mobility-as-a-serv-
ice,” IEICE Trans. Fundamental, vol. E103-A, no. 1, pp. 226-230）などを企画しています．
更に，毎年特集号を発行しており，最近では，ワイドバンドシステム研究会と合同での特集号を発行しています．
自動運転やスマートモビリティ，MaaS など，これからの社会システムの中核を担う ITS 関連分野の潮流をつかむべく，まず
は ITS 研究会にご参加ください．更に，皆様に関連する研究をご発表頂き議論を深め，よりよい社会を担う技術開発の種をまく
場として活用して頂ければと思います．

藤井雅弘（正員：シニア会員）
1998 東京理科大学基礎工学部電子応用工学科

卒．2000東京理科大学大学院基礎工学研究科電子
応用工学専攻修士課程修了．2003東京理科大学大
学院基礎工学研究科電子応用工学専攻博士後期課程
修了．2003東京理科大学基礎工学部電子応用工学
科助手．2006 宇都宮大学工学部情報工学科助手．
2010宇都宮大学工学部情報工学科准教授．無線通

信システム，高度交通システム，位置情報システムの研究に従事．

■回路とシステム研究会（CAS）
回路とシステム研究会（CAS）は1955年 5月に前身の回路網理研会として設立された歴史の長い研専の一つです．
現在の VLSI 設計技術研究会（VLD），信号処理研究会（SIP），システムと数理と応用研究会（MSS）は CAS より発展した

研究会になります．現在でも，これらの 3 研専と連携を継続し，更に非線形問題，通信方式，集積回路，安全・安心な生活と
ICTなどの関連研究会と連携することで，学際的な研究者が議論できる場の提供に努めています．
CASの扱う分野は電気回路の基礎理論から最新の応用まで幅広く，研究会の運営委員も大学関係者と企業関係者の割合がほぼ
半数の構成になっており，研究会では様々なバックグラウンドをもつ参加者間の交流も活発に行われています．
CASでは未来を担う学生の育成にも力を入れており，年5回の研究会で優れた発表を行った学生を「学生優秀賞」として表彰
する制度や 1月の研究会では，学生セッションを設け，皆さんの発表の機会を用意していますので是非チャレンジしてみて下さ
い．
1年前の FR誌での紹介から，COVID-19 により，残念ながら対面開催が開催できませんでした．しかし対面開催を目標に検
討を進めてきた，運営メンバーの結束は固くなりました．今年は対面開催を開催できるように努力してまいります．
是非，一緒に研究会で様々な分野・組織の方と交流し，よりよい技術やアイデアの芽を育む研究会を目指していきたいと思いま
す．
研究会でお会いしましょう．

下田真二（正員）
2000 東京高専電気工学卒．2000 からソニー

LSI デザインにて光ディスクのデジタル信号処理
LSI の開発，TV 向けフロントエンド LSI 開発，不
揮発メモリコントローラ開発，イメージセンサ向け
POC システム開発に従事．2021 回路とシステム
研究会幹事．
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■システム数理と応用研究会（MSS）
システム数理と応用研究会（MSS）では，システム数理科学の基礎理論，それに基づいた解析，設計，検証，制御のための方
法論，そして各種応用事例に関する研究を推進しています．MSSの前身であるコンカレント工学研究会（CST）では，複数の要
素が相互作用しながら挙動する分散協調システム，自律分散システムなどを主対象に，コンカンレントモデリング，並行・非同
期・協調動作解析，システム最適化，性能評価及びその実現手法などを取り扱って参りましたが，MSSではそれらをシステム数
理科学の視点で更に発展させ，また機械学習やデータサイエンスなどのアプローチをも取り込み，研究を推進しています．応用分
野は，サイバーフィジカルシステム（AI/IoT），ヒューマンファクタなどを含む社会システム全般でして，分野横断型の研究テー
マも多くなっています．
2022年 1月以降の研究会は以下のように開催予定です．

2021年度
1月11日（火)～12日（水）：ソフトウェアサイエンス研究会（SS）共催
3月28日（月)～29日（火）：非線形問題研究会（NLP）共催
2022年度（予定）

7月：信号処理研究会（SIP），回路とシステム研究会（CAS），VLSI 設計技術研究会（VLD）共催
11月：回路とシステム研究会（CAS）共催，情報処理学会アルゴリズム研究会（IPSJ-AL）連催

2023年 1月：ソフトウェアサイエンス研究会（SS）共催
2023年 3月：非線形問題研究会（NLP）共催

これらの研究会のほかに，「回路とシステムワークショップ（システムと信号処理サブソサイエティ主催）」，「International
Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications（ESS ソサイエティ主催）」に参画し，
英文論文誌Aでは「システム数理科学と応用小特集」を企画しています．
MSSでは数理的理論から各種応用までの幅広い分野を扱っておりますし，新たなイノベーションには，分野横断型の研究開発
が重要であり，オープンな研究活動・雰囲気作りを行っておりますので，是非一度，ご参加ください．なお，MSSの詳細な情報

~につきましては https://www.ieice.org/~mss/をご参照ください．
尾崎敦夫（正員：シニア会員）
1990 九工大大学院計算機コース博士課程前期

了．1990～2018三菱電機(株)・情報電子研究所
（現在の情報技術総合研究所）にて，航空宇宙・危機
管理・防衛分野を対象に，モデリング＆シミュレー
ション技術，並列分散処理技術，AI などの最適化技
術を駆使した意思決定支援システムの研究開発に従
事．2017 武蔵大・客員教授．2018 阪工大・教

授，現在に至る．博士（情報工学）．2021年度よりMSS研究専門委員
会委員長．

■思考と言語研究会（TL）
思考と言語研究会（TL）委員長の坪田康です．2020年度から委員長を務めております．本研究会では，人間の知能の根幹に
深く関わる思考と言語の本質と人間による思考と言語の運用を探求し，教育・福祉への応用や工学的応用を目指しています．
2019 年度からは「芸術と言語」を主たるテーマとした研究会も実施しておりますし，2021 年 7 月には，「観光資源開発
xNLP」というテーマセッションを設け，観光分野のニーズと自然言語処理技術のコラボレーションによる新たな展開も試みたり
するなど，探求の幅をますます広げつつあるところです．
2020年度に引き続き，2021年度もオンラインでの開催となりましたが，委員の先生方のご尽力により，全国各地よりいろ
いろな方にご参加頂き，とても充実した研究会を実施できております．2021年度も「言語と学習・言語の学習」，「言語環境と
言語資源」「通訳・翻訳・ホスピタリティコミュニケーション」，「言語景観・言語接触・言語変化」，「場の言語学・意味の創発・
場の共創」，「人間の心的特性に寄り添った学習環境のデザイン」，「言語表現と心的内面の関係」，「人間の言語処理と学習」，「芸術
と言語」などの多彩なテーマで研究会を実施する予定です．皆様のご発表・ご参加を心よりお待ちしています．

第1回 2021年 7月3日（土)～4日（日）オンライン開催
テーマ：観光資源開発 x自然言語処理，オンライン多人数会話のデータ収集と分析，言語と学習・言語の学習

第2回 2021年 9月18日（土）オンライン開催
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テーマ：人間の言語処理と学習
第3回 2021年 10月 24日（日）オンライン開催

テーマ：芸術と言語，場の言語学・意味の創発・場の共創，思考と言語一般
第4回 2021年 12月 18日（土）オンライン開催

テーマ：人間の心的特性に寄り添った学習環境のデザイン，言語表現と心的内面の関係，思考と言語一般
第5回 2022年 3月12日（土）～13日（日）（予定） オンライン開催

テーマ：言語と学習・言語の学習，通訳・翻訳・ホスピタリティーコミュニケーション，言語景観・言語接触・言語変
化

坪田 泰（正員）
1999 京大・工・情報学科卒，2002 京大・情
報学・知能情報学専攻博士後期課程中退，2002京
大学術情報メディアセンター助手，2015京都工芸
繊維大・基盤科学系・准教授．コンピュータを用い
た外国語教育に関する研究に従事．

■技術と社会・倫理研究会（SITE）
技術と社会・倫理研究会（Social Implications of Technology and Information Ethics）では，情報通信や工学一般に関す

る倫理問題を中心として，情報リテラシー，知的財産権，情報セキュリティなど，種々の分野を対象として講演発表，意見交換を
行ってきております．
2021 年 6 月の研究会では，「数理・データサイエンス・AI リテラシー教育」や，ELSI─倫理的・法的・社会的課題（Ethi-

cal, Legal and Social Issues）に関する招待講演や研究発表が多く，これからの未来の情報倫理が話題になりました．
他研究会との共催や，他学会の他研究会との連催を積極的に行っています．知的財産では IPSJ-EIP，情報セキュリティでは
ISEC，BioX，HWS，ICSS，EMM，IA，IPSJ-CSEC，IPSJ-SPT，LOIS，IPSJ-IOT，教育関係では IPSJ-CE，IPSJ-
CLE と議論を深め，交流を太くしました．当研究会は，様々な領域との関わりがあり，HUB（中心）となっていると認識してい
ます．

~最新の情報は，https://www.ieice.org/~site/ をご覧ください．会員の皆様，研究者の皆様の御発表・御参加をお待ちして
います．

辰己丈夫（正員）
1991 早稲田大学理工学部数学科卒業，2014

筑波大学博士（システムズ・マネジメント）．現在，
放送大学教養学部情報コース・教授．情報倫理教育，
情報教育，情報科教育法などを研究している．
2021年度技術と社会・倫理研究会副委員長．

■ハードウェアセキュリティ研究専門委員会（HWS）
ハードウェアセキュリティ研究専門委員会（HWS）は 2018年 4月から常設の研究専門委員会となり，前身の時限研専・特
別研専を含めて約 5年半にわたり研究会及びフォーラムを開催してきました．HWSでは，ハードウェアセキュリティに関する
最新の幅広い研究内容（例えば，各種暗号の設計・実装，ハードウェアやシステムへのサイドチャネル攻撃・耐タンパ性，ハード
ウェアの真贋性判定・悪性機器の検知，センサなど計測機器への攻撃・セキュリティなど）の議論が行われています．また，次世
代を担う若手研究者・学生の育成を目指し，若手優秀賞などの選定を行い，研究分野の活性化に努めています．更に，合同研究会
も多く開催しており，情報セキュリティ研究専門委員会（ISEC），情報通信システムセキュリティ研究専門委員会（ICSS), VLSI
設計技術研究専門委員会（VLD），集積回路研究専門委員会（ICD）などとの連携活動は，融合領域であるハードウェアセキュリ
ティ分野ならではの取り組みとなっています．
2021年度の研専の活動は次のとおりです．2021年度はハイブリッド開催による研究会も実施しております．

2021年
4月 第14回研究会（ハイブリッド開催：東京大学／オンライン）
5月 LSI とシステムのワークショップ2021 共催（オンライン）
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7月 セキュリティサマーサミット2021（第15回研究会）共催（オンライン）
9月 電子情報通信学会・ソサイエティ大会（オンライン）
10月 第16回研究会（オンライン）
12月 ハードウェアセキュリティフォーラム2021（ハイブリッド開催：三菱電機(株)情報技術総合研究所／オンライン）
2022年
1月 暗号と情報セキュリティシンポジウムSCIS 2021 協催（ハイブリッド開催：グランキューブ大阪／オンライン）
3月 第17回研究会（ハイブリッド開催：沖縄青年会館／オンライン）
3月 電子情報通信学会・総合大会での企画セッション（オンライン）

~最新の情報は研究会のWeb（http://www.ieice.org/~hws/）で発信していきます．多くの皆様のご発表とご参加をお待ちし
ております．
【HWS研専問合先・連絡先】hws-sec@mail.ieice.org

高橋順子（正員）
2006早稲田大学大学院・理工学研究科・物理学

及応用物理学専攻修士課程修了．同年日本電信電話
(株)（NTT）入社．2012電気通信大学・情報理工
学研究科博士課程修了．博士（工学）．現在は NTT
社会情報研究所にて，ハードウェアセキュリティや
光回路の暗号技術に関する研究に従事．暗号と情報
セキュリティシンポジウム論文賞（2008），国際

会議ベストペーパー（ICICS2020，IWSEC2020）など受賞．情報処
理学会正会員．
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国際会議開催報告
2021 International Workshop on Smart Info-Media Systems

in Asia
（SISA 2021，スマートインフォメディアシステム国際ワークショップ・イン・アジア，

https://www.ieice-sisa.org/）
Real-Time Virtual Workshop in Japanese Standard Time

2021年 9月20日～22日

2021 International Workshop on Smart Info-Media
Systems in Asia（SISA 2021）を2021年 9月20日
（月・祝）から3日間オンラインにて開催しましたので，実
行委員会を代表して報告します．
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な感
染拡大状況を鑑み，現地開催を予定しながら直前でオンライ
ンに切り替える会議が多い中，混乱を防ぐため SISA
2021 は開催計画段階からオンライン開催することとしま
した．1年延期された東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック競技大会もその直前に開催されることから，状況が許
せば季節のよいシルバーウィークの『北海道札幌』にお越し
頂き，ハイブリッド開催とすることも検討していたのです
が，非常事態宣言並びにまん延防止等重点措置の発出・解除
の見通しが立たないことから，残念ながら完全オンライン開
催となりました．
マルチメディアシステム及び通信システム分野を対象とし
た国際ワークショップとして本ワークショップは企画され，
前身のSISB（Smart Info-Media Systems in Bangkok）

から数えて今回で 15 回めの開催となります．アジア地域
における若手研究者の育成・交流促進・奨励を志向し，開催
地を日本と海外（アジア）交互に変えながら毎年開催してい
ます．また，本ワークショップの特徴の一つとして，活発で
インタラクティブな議論を促進するため，一般セッションを
“Short oral presentations with poster discussion”と
して構成する点が挙げられます．
オンライン開催は昨年に引き続き 2 度めになりますが，

今回様々な工夫を行いました．昨年の SISA 2020 は全て
口頭発表として運用されましたが，今回新たな試みとして
Zoomの Breakout rooms 機能を用いたオンラインポスタ
セッションを実施しました．ポスタセッション付随のショー
トプレゼンテーションについては，事前にポスタPDF とと
もにプレゼンテーション動画ファイルを回収し，オンライン
プロシーディングスに組み込むことにしました．オンライン
プロシーディングスは簡潔性を重視し，全ての情報を一つの
ページにまとめ，動画再生については海外からの参加も想定
し，（1）YouTube での再生，（2）ブラウザに組み込まれ
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ている機能（HTML5 Player）での再生，（3）動画ファイ
ルのダウンロード，のオプションを用意，確実かつ簡便な動
画参照を可能としました．例年ワークショップ 1 日めは
ウェルカムレセプションが開催されますが，オンライン開催
である SISA 2021 ではオンラインプロシーディングスの
公開日として，参加者にアクセス情報を送付，ショートプレ
ゼンテーションなどを参照頂く日としました．
例年であれば海外からの参加については参加費を現地で支
払って頂いていましたが，今回はオンライン開催ということ
もありクレジットカードによる支払いに対応する必要があり
ました．これについては，SaaS 型のイベント参加支払い
サービスを利用することでコストを抑えました．ウェルカム
レセプションや懇親会を開催しないこともあり，SISA
2021では参加費を一般7,000 円（論文 1件につき 1件
の一般登録が必要），学生無料とし，最近の SISA の中では
顕著に少額な参加費とすることができました．
一般セッション（ポスタセッション）では，3 セッショ
ン合計 21 件の発表が行われました．オンラインでの実施
でしたが，発表ごとにより深い議論を行うことができたと思
います．特別セッションでは，“Progress in Digital Fil-
ters ; From Design to Apply”及び“Recent Advances
in Speech and Audio Information Processing”の 2
セッションが企画され，合計 9 件の発表が行われました．
基調講演では京都大学の林和則教授により“Discrete Sig-
nal Detection via Compressed Sensing Technique”
と題した講演が行われ，近年の圧縮センシング技術の発展に
関して，分かりやすく解説頂きました．
SISA では一般セッションにおける学生発表者を対象とし
た SISA Student Paper Awards の選定を行っています．
本年は査読時の審査に加えて，ポスタセッションでの発表内
容も考慮しました．厳正な審査の結果，以下のとおり今年の
受賞者が決まりました．受賞者にはワークショップの最後に
実施された Award Ceremony にて一言お言葉を頂きまし
た．改めましておめでとうございます．

・SISA Best Student Paper Award :
Hiroki Ito（Tokyo Metropolitan University）
Protecting Semantic Segmentation Models by
Using Block-Wise Image Encryption with Secret
Key from Unauthorized Access

・SISA Excellent Student Paper Award :
Kotaro Nagano
（Kyushu Institute of Technology）
Expanded Null Beamforming for Full-Duplex
MIMO Communication on IEEE 802.11

・SISA Excellent Student Paper Award :
Kanta Yoshioka
（Kyushu Institute of Technology）

ReLU Functions Using Finite State Machines for
Stochastic Computing

なお，SISA 2021 の全論文は 2019 年よりそのサービス
を開始した IEICE Proceedings Series に送付され，既に
掲載されています．論文委員会が選定した一部論文のみオー
プンアクセスとしており，そこには SISA Student Paper
Awards 論文 3件が含まれます．なお，「大会・国際会議講
演論文集」を購読している個人会員や購読会員（大学や機
関）は，全ての論文が閲覧可能となっており，収録後 10
年を経過すると全てオープンアクセスになる予定です．いず
れにせよDOI（Digital Object Identifier）が全ての論文に
割り振られています．
本ワークショップは，スマートインフォメディアシステム

研究専門員会の基幹会議として今後も引き続き開催される予
定です．次回は 2022 年 9月 15日，16日にタイ王国バ
ンコクにてハイブリッド形式にて開催される予定です．皆様
のご参加を心よりお待ちしております．また，SISA 2021
の開催に連動して，IEICE Transactions on Fundamen-
tals にて小特集を企画しています．締め切りは2022年 2
月 18 日（金），掲載は 2023 年 3 月号予定ですが，採録
決定した論文は速やかに早期公開されます．こちらへの投稿
も是非検討頂けますと幸いです．
最後に，貴重な研究成果を発表頂きました著者の皆様，積

極的に質疑頂きました参加者の皆様，査読や SISA Stu-
dent Paper Awards 選定などにご協力頂きました論文委員
会の皆様，並びに SISA 2021 の開催にご協力頂きました
全ての皆様に感謝申し上げます．皆様と次回タイ王国バンコ
クにて（対面あるいはオンラインにて）お会いできることを
楽しみにしています．

吉澤真吾（正員）
2001北大・工・電子工卒．2005同大学院工
学研究科博士後期課程了．博士（工学）．2006同
大学院情報科学研究科特任助教，2009 同大学院
情報科学研究科助教，2012 北見工大工学部電気
電子工学科准教授，2017 同学部地域未来デザイ
ン工学科准教授，2019同学部情報通信系准教授，
現在に至る．水中音響通信・測位に関する研究に

従事．SISA 2021論文委員長．

筒井 弘（正員，シニア会員）
2000京大・工・電気電子工卒．2005同大学
院情報学研究科博士後期課程了．博士（情報学）．
同年同大特任助手，2007 阪大大学院情報科学研
究科特任助教，2010 京大大学院情報学研究科助
教，2013 北大大学院情報科学研究科准教授，
2019 同研究院准教授，現在に至る．メディア処
理・無線通信およびその実装に関する研究に従事．

SISA 2021実行委員長．
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新潟大学だより

山﨑達也（新潟大学）
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はじめに

本原稿執筆時点で，COVID-19（coronavirus disease 2019）の第5波が収束したとの見方が広がり，油断ができない中
にも世間には何とはなしに安心感が広がり，街も日常を取り戻しつつあるようです．しかしながら，会場となる新潟大学からは
早々に2021年度中の施設の貸し出しを許可しない方針が出され，2021年総合大会及びソサイエティ大会に続き，2022年
総合大会もオンラインで開催することとなりました．会期は2022年 3月 15日（火)～18日（金）の4日間です．新潟の地
で参加し，研究発表を聴き，討論し，夜には懇親を深めて頂くことは今回はできなくなりましたが，いつの機会にか訪問して頂
けることを期して，現在大きく変わりつつある新潟駅周辺と，会場となるはずであった新潟大学五十嵐キャンパスの近くの一見
の価値があるスポットを御紹介したいと思います．

大きく変わる新潟駅周辺

新潟駅は上越新幹線と信越本線，白新線，越後線の在来線が乗り入れている，新潟県における鉄道網の拠点です．なお，磐越
西線も新潟駅を共用しています．新潟駅が交通の要所である一方，多くの線路が道路と交差している状況を解消するために，新
潟駅付近の連続立体交差事業が現在進められています．これに伴い，図1に示すように新潟駅自体も高架に伴う改修工事が進め
られておりますが，工事も終盤に差し掛かり，2022年 6月には全ての在来線の高架化が完了する予定です．
高架化とともに新潟駅周辺の整備事業も進められています．新潟駅の玄関ともいえる万代口には駅前広場が新たに整備され，
新潟駅高架下にはバスターミナルが整備される予定です．次回新潟駅に降り立つときにはどのように変貌しているか，乞うご期
待です．
万代広場前の大通りを進むと，国の重要文化財に指定されている萬代橋が悠々と信濃川をまたいでおり，橋を渡った先にある
のが古町と呼ばれるエリアです．古町は商店街と花街の大きく二つの顔をもち，昼も夜も楽しめる観光スポットになっていま
す．現在，新潟駅，万代，古町をつなぐ約2 kmのエリアを「にいがた2 km（ニキロと読みます）」と名付け，新潟市が活性化
を進めています．今後，歴史や文化が再発見でき，魅力あふれる交流や学びの場として，新潟市の経済と産業の発展の中心軸に
なることが期待されます．

内野駅近くの一見の価値があるスポット

総合大会が開催される予定であった新潟大学五十嵐キャンパスへは，新潟駅からバスか電車を利用してもらわなくてはなりま
せん．バスでは50分くらい，電車は越後線を利用して，新潟大学前駅か内野駅で降りて徒歩20分以上なので，トータルの時
間はそれほど変わらないでしょう．
さて，ここではその内野駅近くにあるちょっと珍しい場所を紹介します．それは川と川の立体交差です．図3をご覧下さい．
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赤い橋には西川という名前の川が流れ，その下に新川という川が流れています．この橋はトラス橋という形状の橋で，川の立体
交差は全国で幾つかあるそうですが，このような橋で立体交差しているのは珍しいのだそうです．この立体交差は 1955 年に
完成したものですが，その起源は江戸時代にまでさかのぼるそうなので，一見の価値があると思います．

おわりに

COVID-19 終息後，新潟及び新潟大学に来られる機会ができましたら，本記事を思い出して頂き，是非とも新潟をエンジョ
イして頂きたいと思います．

山﨑達也（正員：フェロー）
昭 62 新潟大・工・情報卒．平 1同大学院修士課

程了．同年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）入所．平 25 新潟大学自
然科学系教授．通信サービス品質，画像処理技術，
データ駆動サービス構築技術の研究に従事．工博．
平2電気関係学会関西支部連合大会奨励賞，平7本
会学術奨励賞受賞．著書『データサイエンス概説』

など．
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図 3 西川と新川の立体交差



受賞者の声 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．

令和2年度Fundamentals Reviewベストオーサー賞

令和2年度 Fundamentals Reviewベストオーサー賞を受賞されました谷本洋様にお伺いしました．
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谷本 洋（北見工大）
「対称性を利用した回路─差動対の対称性と機能美」（第 12巻 第 3号，pp. 171-181，2019
年 1月）

Q．Fundamentals Reviewベストオーサー賞を受賞された御感想をお聞かせ下さい．
40年あまりの研究生活で初めて頂戴する栄えある賞であり，大変うれしく感じています．若い頃はCAS研究会の幹事を務め
させて頂いたり，回路とシステム軽井沢ワークショップの委員長を仰せつかるなど，縁の深い基礎・境界ソサイエティから頂戴す
る賞なので，特に感慨深いものがあります．
原稿の元になった講演の機会を賜った濱崎利彦先生（広島工大）と，その講演をお聴きになられて FR誌への執筆を強くお勧め
下さった傘昊先生（東京都市大）に感謝いたします．

Q．受賞論説について，簡単に御説明ください．
電気学会の電子回路研究会が北見市で開催された機会に，私の定年退職にあたり何か話せということで講演をさせて頂きまし
た．講演では私の院生時代からこれまでの研究を振り返って，素子や回路の対称性を利用した研究が多かったこと，対称性を利用
するとどんなことができるなど，とりとめのない話をさせて頂きました．
執筆にあたってはポイントを絞り，入出力の伝達特性が奇関数でも偶関数でもない回路を用いて，回路図が点対称・線対称とな
るように配置すれば高精度の奇関数・偶関数特性を作り出すことができることの説明を主体としました．例として，この原理を
使って差動対回路が自然に導き出せることを示しました．執筆の意図としては，何か新しいことを主張するわけではなく，皆さん
がよくご存じではあるがあまり気にかけることのないだろう「回路の対称性」を奇関数・偶関数の観点から見ると，違った風景が
見えてくることにスポットライトを当ててみた，というものです．

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．
いろいろなことに関心をもっていますが，例えば学生のときからよく理解できなかった，複素電力の虚数部である「無効電力」
とは物理的に何なのかという問題や，LSI の微細化に伴って設計が難しくなり続けているアナログ回路をできるだけディジタル回
路に親和性が高い回路で実現する方法などに関心をもっています．

Q．今後の抱負をお聞かせください．
抱負といっても，半分引退の身ですから，頭が働く限り楽しんで回路関係のことを考えていきたいと思っています．昔のことな
らよく知っていますので，あわよくば，何か皆さんのお役に立てることがあればいいなあと思っております．恩師のお一人である
永井信夫先生（北大名誉教授）が 80歳近くになっても自ら学会で発表されていらっしゃるのを目の当たりにして，自分もまだ
まだ頑張らなくてはと思っています．

Q．若い研究者の方へのメッセージをどうぞ！
若い頃，上司から「お前はいつもできない，できないばかり言う．たまにはできますと言ってみろ」と言われたことがありま
す．そこで，できると思って問題に取り組んだところ，よい思い付きがあって解決に至った経験があります．困難な問題があれば
それを迂回しようとするのは普通ですが，正面から解決する方法を考えることも大切です．皆さんの困っている問題が解決できれ
ばインパクト大ですから．
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受賞者の声

何事も楽しくなければ長続きしませんので，どうかいま研究していることを楽しむように心がけてください．不幸にしてあまり
楽しくなければ，楽しくするように工夫してみてください．続けていれば何かよいアイデアが湧いてくるものです．
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秋はキノコ採りをして過ごしていました．このキノコはベニテングタケ（有毒）です
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編集後記

コロナの収まった一瞬の隙をついて北は北海道，南は沖縄まで，国内研究会などにできる限り現地参加しています．そこでは，いろ
いろな方と久しぶりの再会を果たすことができ，また，まじめな研究議論や他愛もない話を通じて，多くの気付き・発見があり大いに
刺激を受けています．対面議論に参加することで，これまで当たり前で何も感じることのなかった「対面ならではの良さ」を感じるこ
とができました．コロナ禍を経て，「オンラインでできること」はもちろんのこと，「オンラインではできないこと」も明らかになりつ
つあるのではないでしょうか．FRの編集についても，両方のベストバランスを探求していければと思います．（関屋大雄）

昨年も関係者各位におかれましてはFR誌の諸活動に多大なるご尽力を賜りましたこと厚く御礼申し上げます．コロナにより大きく
社会情勢が変化する中，研究活動もまた以前とは異なる形になってきているかと思います．この状況下においてもFR誌が皆様の研究
の一助となる場であるようにできればと微力ながら考えております．本年も何卒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，国際会議報告，だより，開催案内，論文募集）の編集を担当しました．新型コロナがだい
ぶ終息してきたかと思いきや，また新たな変異株が確認されるなど，まだ落ち着かない状態が続きそうです．学会の開催形態も現地か
オンラインかの判断が非常に難しい状況かと思いますが，FR誌を通して様々な学会の開催状況などを発信していければと思います．
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．（この編集後記を書いている時点では）新型コロナウイルスの状況が改善されており，対面
実施の授業や研究会が増えてきています．研究会のハイブリッド開催など新しい実施方法が検討されており，忙しくなった方もおられ
ると思います．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．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」の特別編集幹事を担当しました．東京から J ターン移住したタイミングとコロナ禍が重なり，オンライン開催の
恩恵を存分に受けています．一方，この 2か月ほどは感染者数も落ち着き，ハイブリッドで開催されるイベントも増えてきました．オ
ミクロン株の動向は予断を許しませんが，やはり現地での開催はよいものです．対面での議論中はもちろん，移動中などにも新な発想
のヒントとなる偶然の出会いや気付きを得ていたことに，改めて気付かされます．（小野晋太郎）
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