
令和 4年 7月 1日発行 第 61号

2022 July Vol.16 No.1



ごあいさつ

2 ESSの将来の知的創造と物質的創造 鎌部 浩
5 NOLTAソサイエティよ，何処へ？ 潮 俊光

解説論文

7 無線設計の問題として見る分散連合機械学習 佐藤光哉
17 Simple-Triangle Graph とその周辺 高岡 旭

その他

24
24

ESSニュース
NOLTA, IEICE 特集号 上手洋子

25
25
25
26
26
27
28
28

研究会に行こう！
信頼性研究会（R） 松岡敏成
複雑コミュニケーションサイエンス研究会（CCS） 眞田耕輔
情報セキュリティ研究会（ISEC） 國廣 昇
情報理論研究会（IT） 小嶋徹也
信号処理研究会（SIP） 田中聡久
ワイドバンドシステム研究会（WBS） 庄納 崇
高信頼制御通信研究会（RCC） 東 俊一

30 東北大学青葉山キャンパスだより 藤掛英夫
33
33
37

受賞者の声
令和3年度フェロー称号
令和3年度 学術奨励賞

39 開催案内
43 論文募集

本誌に掲載された寄稿等の著作権は一般社団法人 電子情報通信学会に帰属します

2022
July
Vol.16 No.1



Preface

2 Mental creation and physical creation of the future of ESS
Hiroshi KAMABE

5 Where is NOLTASociety Heading for? Toshimitsu USHIO

ReviewPapers

7 Decentralized Federated Learning over Wireless Channels: A
Review Koya SATO

17 Simple-Triangle Graphs and Related Classes Asahi TAKAOKA

MiscellaneousArticles

24 ESS News
25 Let’s go to IEICE Workshops!
30 Tohoku University Report
33 Winners’ Voice
39 Call for Participations
43 Call for Papers

〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内
電話（03）3433-6691（代） FAX（03）3433-6659
E-mail:office@ieice.org 振替口座：00120-0-35300

Copyright © 2022 by The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers



ご あ い さ つ

ESSの将来の知的創造と物質的創造
Mental creation and physical creation of the future of ESS

基 礎・境 界 ソ サ イ エ テ ィ 会 長 鎌部 浩

1. はじめに

2019 年の末に始まったコロナ禍は，当初の予想をはる
かに超えた影響を人間社会に与えています．学会活動もその
例外ではなく，2020 年度前半では多くの研究集会が中止
になりました．そして，コロナの感染が簡単には収束しそう
にないことが分かってくると，ICTを活用したバーチャルな
研究集会が行われるようになりました．東日本大震災のとき
にも研究集会の活動が一時停止しましたが，今回は状況の変
化への対応が非常に速く，集会の運営も非常に円滑で予想を
超える対応力に驚いています．最近では，コロナの感染は完
全には収束しないものの，ある程度はこれまでの活動に戻す
という意味で，対面とバーチャルの両方で発表ができるハイ
ブリッドな研究集会が増えています．
ところで，バーチャルな研究集会が技術的に可能であるこ
とが分かってくると，「何故（対面で）研究集会を行うの
か」，という根本的な問いに向き合うことにもなってきまし
た(1)．オンデマンド型のバーチャル研究集会は発表者の時
間に合わせなくてもよいという利点があり，同時に会場への
移動の手間も解決してくれます．
対面の研究集会では，同じ興味をもつ研究者を会場で見つ
けて話ができるという，バーチャルな会議で経験するのが簡
単ではない「効果」があります．実はこれが研究集会に参加
する理由のかなり大きな割り合い（ほとんど全て？）を占め
ていることが，改めて広く認識されるようになってきていま
す．もちろん，本学会で使用されるようになってきた
EventIn のように，「ちょっと集まって立ち話をする」とい
うことを仮想的に可能にし，対面の集会の雰囲気を味わうこ
とができる会議システムも出てきています．メタバースを活
用した会議も一般的になっていくのだろうと思います．
電子情報通信学会，そして基礎・境界ソサイエティは大き
く変化してきました．これまでの変革の動機は様々ですが，
コロナ禍によって ICT を活用したバーチャル/ハイブリッド
研究集会が実施されるようになったのと同じように，時代の
移り変わりなどの外的要因に対応したものが多くあります．
以降では，基礎・境界ソサイエティの変化の計画と成果に
ついて述べ，最後に今後必要とされる変化について述べてい

きます．

2. 基礎・境界ソサイエティの変化

このあいさつを書くにあたって，これまでの ESS会長の
ごあいさつの文章を読み直しました．ESS の歴史や課題，
将来展望などについて書かれており，そこに予定されていた
こと（知的創造）の多くが実現されていること（物質的創
造）に気付きました．正に「物事は2度作られる」(2)を地で
いっていると感じました．私に分かる範囲で以下にそれらに
ついて書いてみたいと思います．
FR誌，NOLTA誌の発行
本誌は，2007 年に創刊されました．当初の目的であっ

た，「電子情報通信分野の基礎をなす学問分野の第一線，研
究開発の最前線，境界領域との融合のための研究開発動向な
どを，紙数にあまり限定されずに，平易に解説すること」(3)

が達成され，ESS の発展に大きく貢献しています．また，
2010 年にはオープンアクセスのNOLTA 論文誌が創刊さ
れています．
ソサイエティ体制の変化
2011 年に情報通信基礎サブソサイエティが解散し，情

報理論とその応用学会の事業を継承する形で，情報理論とそ
の応用サブソサイエティができました．同年に「NOLTAサ
ブソサイエティのソサイエティ化検討WG」が理事会の中
に設置され，2014 年 10 月に NOLTA ソサイエティが誕
生しました(4), (5)．2018 年頃から，かなり大所帯であった
ESS 運営委員会の体制の改革について議論され(6)，2019
年に運営委員会とサブソ・研専委員会とに分離されました．
国際化
ESS では 2011 年から，海外会員向けに ESSENCE

（ESS Electronic News Center Express）を発行してい
ます．また，IEICE ジャーナル論文の書き方セミナーを，ア
ジア各国の大学を訪問して開催してきています(4)．残念な
がら，COVID-19 の影響によってこの 2 年間はこのセミ
ナーは開催できていません．EAの編集委員会には2割程度
の海外の編集委員が参加しています．また，NOLTAは発刊
当初から国際的な論文誌となることを目指した運営を行って
います．
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和英論文誌の編集体制の充実
和英編集委員会の統合が計画されていましたが(7)，現時
点で全ての分野で外国籍の編集委員以外は和英共通となって
います．今後は，編集委員会自体の統合を視野に議論を進め
る予定になっています．インパクトファクターが高くなるな
どより魅力的な論文誌となって投稿数が増えるように，幾つ
かの施策が実行され，また新しい施策も計画されていま
す(8)．

3. 今後

ここでは，ESS の将来の知的創造について述べたいと思
います．
情報発信の多言語化
現在，電子情報通信学会がカバーする分野の多言語のコー
パスを作成し，学会が発信している情報を半自動的に他言語
に翻訳しようというプロジェクトが走りつつあります．この
プロジェクトの応用として，ESS で発信している情報，例
えば研専やサブソのホームページ，論文誌，FR誌などコン
テンツなどをアジアの言語を中心として他言語に自動翻訳し
てはどうかと考えています．
ハイブリッドな研究集会
リモートでの研究会への参加は移動にかかる時間的，金銭
的なコストを下げてくれるので，より多くの研究集会に参加
することが可能になるという意味でプラスの面があります
が，研究会の現場に参加することにも大きな意味がありま
す．学会本部には，イベントを配信したり動画を作成するた
めのスタジオが整備されています．また，ハイブリッドな研
究会の開催を容易にする機材が準備され，各地で開催される
研究会で使用できるようになります．これらの設備や機材を
積極的に利用することで，より多くの参加者がよりよい環境
で研究会に参加できるようになり，研究会ひいては学会の研
究活動の活性化が進んでいくことを期待しています．
研専で必要とされる作業の見直し
2021 年度から，一部の研専の会計が本部の事務に試行
的に取り込まれています．そうした研専の会計に関する事務
的な作業量は非常に少なくなっています．本年度はこの試行
が 10 の研専に拡大される予定です．この試行がうまくい
けば，より多くの時間を研究や学会の活性化に充てることが
できるようになると思われます．2022 年度末には，予算
的な問題を含めて会計事務の本部への取り込みについて最終
的な判断をする予定です．
研専に関係する人達が少なくなってきたことによって，限
られた人達で様々な担当を回すことになっている場合もある
ようです．研専にも適正な規模があると思われるので，事務
的な作業の軽減だけでこの問題を解決することは困難である
と思われます．研専が対象とする分野の考え方に柔軟性をも
たせる，若しくはサブソサイエティの枠組みを積極的に活用

するなどして，共同で運営できるところは共同で行うなど，
より柔軟な運営ができるように研専のあり方を考えていくこ
とが必要な時期に来ているのではないかと思います．
もう一つは，年代が上の世代の再登板についてです．残念

ながら現状では，若い世代の会員数は相対的に少ないので，
若い会員の多くが研専などの学会の業務を担当しています．
そこで古株の会員が，再度研専の業務に積極的に関わるよう
な仕組み，若しくは慣習を作ってはどうでしょうか．研専の
執行部が適切に世代交代をしつつも，幹事などの業務を上の
世代が再度受けもつようになれば，若い世代が研究に使える
時間も増えるのではないかと思います．

4. 最後に

昨年の 6月から 1年間，理事会と企画戦略会議室の会議
に出席してきました．強く印象に残っているのは，学会の今
後について，特に若手会員からの提言に対応するために，か
なり真剣な議論がなされているということです．過去に，
ESS に関係する役職（JA の編集委員長など）を何度か務
めていたので，運営委員会の理事会報告などで，会員数が右
肩上がりではなくなってきていることや，若手の会員の業務
の負担の多さについて不満があることは知っていました．し
かし，石田会長（2021 年度）の就任の挨拶や理事会で数
字を上げて詳しい説明を受けることでことの深刻さが分か
り，また若手会員からは厳しい提言が出ており，それを受け
て理事会として真剣に対応していることがよく分かってきま
した．前節に書いた内容は，それらの議論の中で出てきたも
のが含まれています．
ここに書いた施策や，今後会員の皆様から頂く提案が実現

できるよう，1 年間務めていきたいと考えています．よろ
しくお願いいたします．
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ご あ い さ つ

NOLTAソサイエティよ，何処へ？
Where is NOLTA Society Heading for?

NOLTA ソ サ イ エ テ ィ 会 長 潮 俊 光

2021年は NOLTA ソサイエティ（NLS）にとっては悲
しい節目の年になってしまいました．2 月に森真作慶應義
塾大学名誉教授が，7 月に堀内和夫早稲田大学名誉教授が
ご逝去されました（注1）．1980 年代初頭に停滞していた非
線形問題研究会（NLP）が NOLTA ソサイエティへと発展
したトリガーは，NOLTAシンポジウムであり，その発足に
大きく貢献された巨星が半年の間に相次いで墜ちてしまいま
した．残された我々だけで NOLTA ソサイエティの将来像
を作っていかなければならない．これは大変なプレッシャー
です．2021 年もコロナの影響が続きました．2020 年に
中止となった NOLTA ソサイエティ大会をオンラインで開
催することができたものの，NOLTAシンポジウムは中止と
な り，代 わ り に NonLinear Science Workshop
（NLSW2021）を 12月にオンライン開催しました．そし
て時はいたずらに過ぎ，2022 年になってしまいました．
一方，NLSにとってうれしい話もありました．2011年に
第 2種研専として発足した複雑コミュニケーション研究会
（CCS）が，2015 年に NOLTA ソサイエティの第 1種研
専となり，2021 年に 10 周年を迎えました．2021 年
11 月開催の CCS 研究会において，長谷川幹雄東京理科大
学教授が「CCS10 周年と分野横断型研究会の意義を振り
返る」という招待講演を行いました．
2022 年は，ウクライナという新たな問題が発生しまし
たが，ポストコロナ時代を見据え，ポストコロナ時代に必要
とされる技術・理論を取り込みながらNLSを活性化する糸
口を見つけなければなりません．NLSW2021 では，堀尾
喜彦東北大学教授が，「Designing the Human-Centric
IoT Society : Cooperative Industry-Academic Strat-
egies for Creative Future Connection」というパネル
ディスカッションを企画しました．IoT，フォグコンピュー
ティングなどの高度に発達した情報通信技術を活用して実現
されるシステムの多くは，物理システム，サイバーシステ
ム，そして人間が密に相互作用するシステム，いわゆる
「cyber-physical-human system（CPHS）」です．安全

であることを大前提とし，安心して乗車できる自動運転の車
両がコネクテッドした高度インテリジェント交通システムな
どはその典型的な例です．CPHS はまさに非線形システム
であり，複雑コミュニケーションが必要とされます．そし
て，様々な分野の知識を有機的に結びつけなければ，安全・
安心なCPHSを実現することができません．CPHSに限ら
ず，ICTを利活用した社会の実現には，分野横断型研究開発
体制を構築することが重要です．NLS には，分野横断型研
究を醸成する風土が昔からあり，CCS 研究会という成功例
をもっています．ほかのソサイエティが縦型であるのに対し
て，NLS はほかのソサイエティの研究者・技術者との交流
の場を提供する横型（串刺し）が売りのソサイエティと私は
思っています．CCS 研究会に続く，新しい分野横断型研究
会の発足につながる若手研究者グループが自然発生的に出現
することを期待しています．
ここで，「潮って誰？」と若手研究者から言われそうなの

で，少し自己紹介をさせてください．私が初めてNLP研究
会で発表したのは，1980 年です．その当時は，「カオス」
が注目されていました．制御器にディジタル計算機を用いる
サンプル値制御システムにおいて，サンプリング周期と非線
形現象との関係を調べて博士論文を書きました．その頃，マ
イコン制御が実用化されてきました．これからの制御は，マ
イコンを使う時代になると思い，離散事象・ハイブリッドシ
ステムの制御へと研究をシフトさせたこともあり，NLP で
の発表もめっきりと減りました．しかし，たまにNLP研究
会，NOLTAなどに顔を出すと皆さんから温かく迎えて頂き
ました．そんな人間が言うと釈迦に説法になるかもしれませ
んが，非線形ダイナミクスを勉強しておくと，どんなダイナ
ミクスを見ても臆さないということです．これが，学生時代
にNLPで鍛えられた私の大きな武器になりました．
ところで，私は第 9 代 NLS 会長です．池口徹第 4 代

NLS 会長が，徳川幕府第 4 代将軍の話をされていまし
た(1)．第 8 代将軍が享保の改革で有名な徳川吉宗ですが，
9 代目はとなると，名前が出てきません．調べると徳川家
重でした．徳川実記によると「万機の事ども，よく大臣に委
任せられ，〈中略〉よく守成の業をなし給ふ」とのことです．
田沼意次は家重のときに大名に取り上げられ，次の将軍徳川
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家治のときに「田沼時代」となります．昔は，田沼=賄賂と
いう悪い印象でしたが，最近は，商人の台頭という時代の流
れの中，新しい財政政策を打ち出した人物として高く評価さ
れています．今，学会活動も大きな転換期に来ています．イ
ンターネットを使えば，容易に（正しいかどうか分からな
い）情報が手に入る時代，学会の果たすべき役割も変わりつ
つあるように思います．若手研究者にとって魅力のある
NLS となるために何をなすべきか？ 2022 年度 NLS 運
営委員会委員には，家重の重臣のような有能な方を集めるこ
とができました．この体制で，巨星の残したNLSを守成し
つつ，2050 年への第 1 歩を踏み出したいと思っていま
す．

文 献
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無線設計の問題として見る
分散連合機械学習
Decentralized Federated Learning over Wireless Channels: A Review

佐藤光哉 Koya SATO

アブストラクト 機械学習の発展は目覚ましく，理論と実用双方から幅広い研究が行われている．一方，機械学習のアプリケー

ション拡大に伴い，データプライバシーや通信コストに対する懸念も顕著になっている．本稿では，こういった問題の抜本

的解決とビッグデータ解析の両立に向けた方式として近年注目されている，連合機械学習 (FL: Federated Learning) をは

じめとした分散的な機械学習方式について概説する．特に，集中制御サーバを設けない FLである分散連合機械学習 (DFL:

Decentralized FL)に着目し，無線通信路における問題とその解決に向けた方策を述べる．

キーワード 分散連合機械学習，無線ネットワーク，伝送レート適応化

Abstract Machine learning has made remarkable progress, and a wide range of research has been conducted from theoretical

and practical perspectives. However, the expansion of machine learning applications has raised novel concerns, such as

data privacy and communication costs. This article outlines distributed machine learning methods such as federated

learning (FL), which has been attracting attention in recent years as a method that can both fundamentally solve these

problems and analyze big data. Then, we focus on decentralized FL (DFL), which does not have a centralized server.

We describe the problems in wireless communication channels and countermeasures to solve them.

Key words Decentralized federated learning, Wireless networks, Rate adaptation

1. は じ め に

単独の計算機での機械学習について考える．具体的に，パラ

メータベクトル xから構成されるニューラルネットワーク (NN:

Neural Network)のような学習器を，学習データセット Dから
構築する．データサンプル ξ ∈ D をこの学習器へ入力した際の
損失関数を L(x; ξ) と定義すると，本機械学習は，以下の問題

を解くようパラメータベクトル xを調整する問題と表すことが

できる．

min
x∈Rm

[
f(x) :=

1

|D|

|D|∑
i=1

L(x; ξi)

]
(1)

ここで，mは学習パラメータ数，|D|は学習データ数，ξi は D
中の i番めのデータである．

本問題に対する最も基本的なアプローチは，確率的勾配降下

法 (SGD: Stochastic Gradient Descent) であろう．本手法で

は，学習データのランダムサンプリングと損失関数に対する勾

配の計算，モデルパラメータの更新を繰り返すことで問題 (1)

を解く (アルゴリズム 1)．データ一つ一つに対する演算の繰り

佐藤光哉 正員 電気通信大学人工知能先端研究センター
E-mail k sato@ieee.org

Koya SATO, Member (Artificial Intelligent eXploration Research
Center, University of Electro-Communications, 1-5-1 Chofugaoka,
Chofu-shi, 182-8585 Japan).

電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ
Fundamentals Review Vol.16 No.1 pp.7–16 2022 年 7 月
c©電子情報通信学会 2022

Algorithm 1 SGDによる機械学習
Require: モデルパラメータの初期ベクトル x1，学習率 η，総学習

回数 K.

1: for k = 1, 2, 3, · · · , K do

2: データセット D からランダムに学習サンプルを一つ抽出し，
ξk とする．

3: 損失関数 L(xk; ξk) を計算する．

4: 勾配ベクトル ∇L(xk; ξk) を計算する．

5: xk+1 ← xk − η∇L(xk; ξk) によりパラメータベクトルを

更新する．

6: end for

返しにより，データ数が膨大であったり，後から学習データを

追加取得した場合でも効率よく学習できる．

機械学習における手法はほとんどがこのような繰り返し演算

に基づくといっても過言ではなく，クラウド上でのビッグデータ

解析についても，やはりどこかで何らかの計算機がデータセッ

ト D を解析することになる．
ここで，繰り返しにはなるが，以上のステップは単独の計算

機上の演算によるものである．クラウドを活用したデータ解析

においては，学習対象であるデータセット D は無数のユーザか
ら収集したデータから構成されるものであることから，自ずと

以下のような懸念が生じる (図 1)．

データプライバシー 学習対象が画像やライフログといったプ

ライベートな情報であるほど，クラウドからの情報流出に対す

るリスクは大きくなる．
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図 1 クラウド側での単独機械学習に基づくデータ解析

の実施例とその懸念点

通信コスト 学習対象が複雑であるほど，多くの学習データが

要求される．これらをユーザから回収する際に要する通信コス

トは無視できるものではなく，サービスの提供者，ユーザ双方

にとって負担となる．

計算負荷の集中 学習データ数が膨大であるほど，それぞれの

特徴を反映した学習を実現するためには，当然必要な学習回数

も増加する．解析データが肥大化するほど，クラウド側の計算

資源に対する負荷も増大する．

このように，単独の計算機で動作する学習手法をクラウド主

導のデータ解析へ適用すると様々な問題がつきまとう．これら

の解決とデータ解析を両立する方式はないだろうか？

こういった機械学習における諸問題の抜本的解決策として，近

年，連合機械学習 (FL: Federated Learning)（1）～（3）をはじめ

とする分散型の機械学習手法が注目されている．FL は，学習

データを端末から開示せず，各端末内でのローカル機械学習とモ

デルパラメータの開示，および合成を繰り返す手法である．図 1

に示したような問題点の抜本的な解決が期待されており，産学

で幅広い検討がなされている．

本稿では，初めに FL をはじめとした分散型の機械学習手法

について概説する．その後，FLの派生でありクラウドや集中制

御サーバに一切頼らないデータ解析の実現を目指す，分散連合

機械学習 (DFL: Decentralized FL) について述べる．DFL を

無線ネットワーク上で運用した際に生じる問題やその解決策に

ついて記す．

なお，本稿は SGD による機械学習を一度でも学んだことが

ある，若しくは関連するプログラムを組んだ経験がある読者を

対象とする．こういった経験がない場合は，まず文献（4）～（6）

のような書籍から入門することをお勧めしたい．また，3章以降

で登場する無線通信に関する基礎的な話題は文献（7），（8）など

を参照されたい．

2. 学習形態の分類

端末側の計算資源を活用する機械学習には，ネットワークト

ポロジや端末間での共有情報に応じて複数の手法がある．そこ

でまずは，これらの分類を紹介する．

2. 1 分散機械学習

FL や DFL を導入する前に，分散機械学習 (DML: Dis-

tributed Machine Learning) について記す．これは，主とし

て集中制御サーバが全ての学習データを所持しており，モデル

パラメータと分割したデータセットを各端末へ配布する形態を

指す (図 2 (a)，例えば Parallelized SGD（9）)．分散する計算資

源を活用して学習を高速化する場合などに用いられる方式であ

る．本稿では計算資源を “端末”と表記するが，実際は計算能力

があればなんでもよく，サーバ室内での複数の計算機や 1 台の

計算機内での CPUの物理コアを対象とすることもできる．身近

なところでは，複数 GPU を搭載した計算機上で各 GPU へミ

ニバッチを分散させるような学習形態が本手法に該当する（注1）．

このような学習手法に馴染みのある読者は少なくないであろう．

2. 2 連合機械学習

FLは，2017年の AISTATSにて発表された機械学習のコン

セプトである（1）．FL の概要を図 2 (b) に記す．FL では，複数

の端末が集中制御サーバに接続可能である環境を仮定する．各

端末は自身の学習データを開示せず，ネットワーク上に分散し

た無数のデータから一つの “良い”学習モデルの構築を目指す．

今，n台の端末が学習へ参加するシチュエーションを考える．

i 番めの端末がもつデータセットを Di とし，全端末のデータ

セットの集合がデータセット D で表すことができるとする．こ
の端末のネットワーク全体の学習結果への影響の大きさを決め

る重み係数 pi

(∑n

i=1 pi = 1
)
を導入すると，FL における目

的関数は，式 (1)を拡張して次のように書ける．

min
x

n∑
i=1

piFi(x) (2)

Fi(x)は i番めの端末における平均損失であり，次式に従う．

Fi(x) =
1

|Di|

|Di|∑
j=1

L(x; ξj) (3)

重み係数 pi は，ユーザごとのデータ数に依存させる場合，例え

ば pi = |Di|/|D| となる．以上の式は，各端末上のデータセッ
トに対する学習モデルの平均的な当てはまりの良さが目的関数

となることを表す．

文献（1）では，FLを実現する学習アルゴリズムとして Feder-

ated Averaging (FedAvg)を提案している．これは，以下のよ

うなフローを通して端末側での学習とその結果のサーバ側での

合成を繰り返す方式である．

（ 1） 全 n台の端末の中からランダムに数台 (例えば 5台)を

選択し，それらへサーバ側で所有するモデルパラメータ

(グローバルモデル)を配布する．

（注1）：例として，機械学習フレームワークである PyTorch には，複数 GPU の

活用を簡単に実現する DataParallel モジュールが実装されている (https:

//pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.DataParallel.html)．
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図 2 学習形態の分類 集中制御サーバの有無や学習データの所在によって大別される．

（ 2） グローバルモデルを受け取った端末は，自身のデータ

セットを用いて SGD に従ってグローバルモデルを一定

回数 (例えば 1エポック)更新する．

（ 3） 各端末は，更新したモデルパラメータ (ローカルモデ

ル; xk,i と定義する)をサーバへ返す．

（ 4） サーバは，各端末から受け取ったモデルパラメータの

加重平均を計算し，新たなグローバルモデルとして取り

扱う．現在の学習ステップ数を k としたとき，この処理

は次式のように書ける．

xk+1 ←
n∑

i=1

pixk,i (4)

（ 5） 以上のステップを繰り返す．

各端末が式 (3)に記した局所的な目的関数を小さく取るようロー

カルモデルを更新し，それらを合成することで，端末から学習

データを開示せずにグローバルモデルの構築を行う．

FedAvg は「同一の初期値を取るモデルパラメータを異なる

データセットにより独立に更新した後，その結果の加重平均を

取ることで平均化前と比べて損失値を改善できる」という経験

則に基づいた方式である．簡易である一方，ラウンドごとに学

習へ参加する端末数やローカルモデルの更新回数といったパラ

メータの適切値がタスクによってまちまちである．また，学習

性能が端末間のデータの偏りに依存するなど，安定した学習を

行うには入念な事前設計が重要である．

FLは，現在進行形で理論や実装など様々な観点から研究が進

められている．学習アルゴリズムも FedAvgの改良型が複数提

案されており，例えば，目的関数の正則化を施すことで学習の

安定化を実現する方式がある（10）．

2. 3 分散連合機械学習

FLは，何らかの集中制御サーバがネットワーク全体の学習を

制御できる場合に適用可能な手法となる．主な適用先には，クラ

ウドサービスを展開したい事業者がサービスを利用する数千～

数万といった膨大なユーザの情報を学習したい場合がある．

一方，サーバの利用が困難なケースもある．例えば，車車間で

の何らかのセンシング結果の学習や，災害時のスマートフォン

間での環境センシングを実施したい場合である．集中制御サー

バを設けず，近隣の端末同士で FL のような学習を実現する手

法はないだろうか？ これを目指す方式が，分散連合機械学習

(DFL: Decentralized FL)である (図 2 (c))．

Algorithm 2 i番めの端末における C-SGDの動作
Require: モデルパラメータの初期値 (x1,i = x1)，モデルの共有

頻度 τ，学習率 η，総学習回数 K．

1: for k = 1, 2, 3, · · · , K do

2: 自身のデータセットからランダムに学習サンプルを一つ抽出

し，ξk,i とする．

3: SGD に基づき自身のモデルパラメータを更新する

(xk+1,i ← xk,i − η∇L(xk,i; ξk,i))．

4: if k mod τ = 0 then

5: 近隣の端末とモデルパラメータを共有する．

6: 近隣の端末から受信したモデルパラメータおよび自身のモ

デルパラメータを平均化する．

7: end if

8: end for

図 3 C-SGD の動作例 (n = 4, τ = 4)

DFLを実現する学習アルゴリズムには，Decentralized Par-

allelized SGD (D-PSGD)（11）やその非同期版である Asyn-

chronous D-PSGD（12）がある．ここでは，Wangらにより提案

された Cooperative SGD (C-SGD)（13）に基づく手法を紹介す

る（注2）（14）．

ネットワーク上に端末が n台存在する場合を考える．C-SGD

では，各端末が以下の手順を繰り返すことで学習を実現する．

（ 1） ローカルモデル xi を SGDに従って τ 回更新する．

（ 2） 更新した xi を周辺端末へ共有する．

（ 3） 周辺端末から受信したモデルと xi の加重平均を計算

する．

i 番めの端末上での C-SGDの擬似コードをアルゴリズム 2 に，

ネットワーク全体でのタイムラインの例を図 3 に示す．

端末上でのローカル学習とその結果の開示を繰り返すという

（注2）：C-SGD は，モデルの合成時に補助変数 (auxiliary valuable) を導入す

ることで Elastic-Averaging SGD (EA-SGD)（14）のようなアルゴリズムの表

現も可能としている．本稿の趣旨から外れることから，簡単のためこれらは無視する．
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点で，FedAvg とよく似ている．なお，ローカルモデルの合成

時には FedAvgと同様に重み係数を調整することも可能である．

本稿では，簡単のため全端末同一数の観測データを有するもの

とし，単純平均で話を進める．

以上は各端末の目線での動作であるが，ネットワーク全体の

動作を行列により見渡すこともできる．今，端末間のトポロジ

に対し n×nの隣接行列Aを定義する．各端末間でモデル共有

可能かどうかが興味の対象であるとき，隣接行列の各要素は，i

番めの端末が送信したモデルを j 番めの端末が受信可能である

とき Aij = 1，それ以外のとき 0 と書ける．なお，以下の重み

係数計算の便宜上，送信端末は自身のモデルを受信可能である

とし，i = j のときも Aij = 1 とする．次に，j 番めの端末が

i 番めの端末から受信したモデルに対し重み係数 Wij を乗算す

ると仮定し，行列W ∈ R
n×n を定義する．モデルの合成にお

いて受信モデルの全てを単純に平均化する場合，Wij は行列A

から次のように計算できる．

Wij =
Aij∑n

i=1 Aij

(5)

平均化行列の構成例を図 4 に記す．k 回目の学習において，各

端末のモデルパラメータおよび勾配ベクトルを格納した次の二

つのベクトルを定義する．

Xk = [xk,1, xk,2, · · · , xk,n] (6)

Gk = [∇L (xk,1, ξk,1) , · · · ,∇L (xk,n, ξk,n)] (7)

これらを用いると，k 回めのネットワーク全体のモデル更新の

様子は次のように表すことができる．

Xk+1 ←
端末間のモデル合成︷ ︸︸ ︷

(Xk − ηGk)︸ ︷︷ ︸
ローカル学習

Wk (8)

τ 回学習するごと，すなわち k mod τ = 0となるとき周辺端末

とのモデルの平均化を行い，それ以外はローカル学習を行うこ

とから，Wk ∈ R
n×n は次式のように表すことができる．

Wk =

⎧⎨
⎩W if k mod τ = 0

I otherwise
(9)

I は n× nの単位行列である．

なお，C-SGD は，様々な分散型 SGD を統一的なフレーム

ワークで取り扱うことをモチベーションに考案された手法である．

分散型トポロジを仮定した上で τ = 1とすると D-PSGD（11）と

同等になる．平均化行列を n× nの単位行列とすることで全端

末が一切協調せず独立に学習するケースを表現できるほか，ス

ター型トポロジによって生成される平均化行列を与えることで，

図 4 平均化行列W の構成例 (n = 2)

集中制御型の FLを表すこともできる．

2. 4 学習形態と用語の対応付けについて

図 2 に記した三つの学習形態について，文献によって複数の

呼称が存在している．例として，“分散機械学習”と表記して FL

や DFLを示す場合もある．本稿では，端末から学習データを開

示しない場合を “(分散)連合機械学習”，そもそものデータセッ

ト全体がサーバ側にある場合の分散型の学習方式を “分散機械

学習” と表記する．また，FL は “連合学習” と訳されることも

多い．一方で，心理学において古くから同名の用語 (associative

learning) が存在することから（15），ここでは FL を “連合機械

学習”と表記した．

用語とその定義は時代によって変化するものである．特に，本

稿で取り扱う領域は議論の過渡期にあることから，今後更なる

変化が生じる可能性もある．図 2 に記した用語と学習形態の対

応付けは，あくまで現時点で関連文献を取り扱う際に混乱を招

きにくくするための，筆者の一案と受け取ってもらえるとよい．

3. 無線通信路の DFLへの影響

C-SGDを用いることで DFLが実現できることを述べた．こ

こからは，DFLにおける無線通信に関する問題とその対策につ

いて述べる．

表 1（16）～（19）に，画像分類タスクにおける学習器とパラメー

タ数の例を示す．ここでは，Python 用パッケージ torchvi-

sion（注3）に収録されるモデルからピックアップした．いずれも深

層学習の発展を振り返る上で欠かせない重要なモデルであり，無

線通信を含む他分野への応用事例も多い．画像のような高次元

情報の特徴を精度よく認識するためには，学習器のパラメータ

数を大きく取り，モデルの表現力を上げることが重要である．こ

のパラメータ数は計算機の性能や学習アルゴリズムの発展に伴

い年々増加傾向にあり，軽量であるとされるMobileNet V2 で

すら，数百万オーダのパラメータを有する．

ここで，モデル共有の学習時間への影響を簡単に見てみよう．

今，n 台の端末が C-SGD に従って DFL を実施するケースを

考える．各端末は自身のモデルを伝送レート Ri [bps]でマルチ

キャストする．全端末の計算能力が等しく，時分割に従ってサ

イズM [bit] のモデルを端末の番号順に共有すると，1 ラウン

ドの学習に要するネットワーク全体での経過時間は次式のよう

に書ける．

表 1 画像分類用学習器とそのパラメータ数の例

モデル パラメータ数 (×106)

AlexNet（16） 62.4

VGG-16（17） 138.4

ResNet-50（18） 25.6

MobileNet V2（19） 3.4

（注3）：https://github.com/pytorch/vision
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図 5 モデルサイズの学習時間への影響の例 (τ =

128, tcal = 1.0 × 10−3 [sec], n = 6, R1 =

R2 = · · · = Rn = 1.0× 109 [bps])．

tround = τtcal + tcom (10)

= τtcal +

n∑
i=1

M

Ri
(11)

tcal は SGD1 回の演算に要する計算時間，tcom は全端末がモ

デル共有を終えるまでに要する通信時間である．また，tcal は

端末間で計算時間に差がない場合 nによらず一定である点に注

意されたい．図 5 に，モデルサイズM の tround の影響の数値

例を示す（注4）（20），（21）．M が小さい場合，計算時間が支配的な

要素であり，通信の影響は見えない．一方，M が大きいほどそ

の影響は顕著であり，この場合M = 232 (約 536 MByte)のと

き全体の学習時間の 99%以上を通信時間が占める結果となって

いる．

また，式 (11) は，再送を一切行わず各端末 1 回のみマルチ

キャストする場合の例である．マルチパスフェージングやシャド

ウイングの影響により端末間の通信路容量が伝送レートを下回

り，モデルの復調に失敗する例も生じるであろう．モデルの再送

を行う場合更なる通信時間が必要となるほか，再送を行わない

場合も，共有失敗に伴う学習精度の劣化といった問題が生じる．

機械学習において高い精度を達成するためには得てしてM を

大きく取ることが望ましい．一方，上記の例でも見たように無

線ネットワーク上での DFLではM を大きく取るほど学習に要

する時間が増大するという問題がある．簡単な数値例ではある

ものの，学習器の表現力と通信時間の間のトレードオフを踏ま

えた学習設計が重要であるといえる．

4. 伝送レート適応化に基づくアプローチ

図 5 では，伝送レートを 1 Gbps とした際の学習時間の例

を示した．ここで，無線 LAN をはじめとする多くの無線シス

テムには，端末間の通信状態 (例えば信号対雑音電力 (SNR:

（注4）：実際は tcal もモデルサイズに依存して増大するものの，GPU を用いた場

合，大規模な並列処理によりその影響を受けにくい．この tcal の増大は，主として端

末のメモリ–計算ユニット間の通信遅延に起因するものである．多くの場合，メモリ–

計算ユニット間の伝送速度は無線伝送と比較して十分高速であるため（20），（21），図 5

では tcal を M によらず一定とした．

図 6 伝送レートと通信距離の関係 (PTx =

1.0 [mW], ε = 3.0, N0 = 10
−174
10 [mW/Hz],

B = 1.4× 106 [Hz])．

Signal-to-Noise Ratio))に応じて変調方式や符号化率を調整す

る伝送レート適応化 (リンクアダプテーションとも呼ばれる)の

機能が備わっている（22），（23）．DFLにおいても，Rを端末間の

位置関係などに応じて調整することでモデル共有を効率化でき

そうである．ここからは，筆者らの先行研究（24）より，通信設計

の面から高速な DFLを実現する手法について紹介する．

4. 1 伝送レートと通信距離の関係

まず，通信における伝送レートと通信距離の関係について見

ていこう．符号長が十分長い，すなわちモデルサイズM が十分

大きいとき，通信距離 d [m] での瞬時通信路容量は次式のよう

に書ける（注5）（25）．

C(d) = Blog2

(
1 +

P (d)

N0B

)
[bps] (12)

B は帯域幅 [Hz]，N0 は平均雑音電力 [mW/Hz]である．また，

P (d) は瞬時受信電力 [mW] であり，次式のようにモデル化で

きる．

P (d) = PTxGAGf

(
d

d0

)−ε

(13)

ここで，εは距離減衰係数，d0 は参照距離 [m]，GA はアンテナ

利得，Gf はフェージング変動に伴う利得である．ある通信リ

ンクの通信路容量が上の式で与えられ，かつ 1 回の通信の間に

Gf の変動がないとき，伝送レートが R <= C を満たせば共有さ

れた学習モデルを正しく復調できる．

図 6 に，伝送レートと通信距離の関係の例を示す．簡単のた

め Gf = GA = 1とした．送信電力や帯域幅が一定の場合，遠

方の端末へ確実にモデルを共有するためには伝送レートを低く

取る必要が生じる．逆に，通信相手が近隣のユーザのみの場合

は高速にモデル共有が可能である．

以下ではこれらの関係を踏まえ，伝送レート適応化を DFLの

設計へと組み込んでいく．

（注5）：有限符号長の場合，この値は符号長が短くなるに従い減少する（25）．一方，本

稿では大規模な学習器をどのように扱うかに主眼を置き，このようにモデル化する．

IEICE Fundamentals Review Vol.16 No.1 11



図 7 伝送レートのネットワーク密度および学習収束性への影響の例（24）

4. 2 伝送レートと学習精度の関係

DFLにおいて伝送レートを高く取った場合，通信距離が短く

なり，ネットワーク全体のトポロジが疎になる．すなわち 1 ラ

ウンド内でのモデル共有における端末間の協調効果が薄れるこ

とから，直感的には (学習回数の観点で)学習精度が劣化しそう

である．SGDをはじめとする学習アルゴリズムの検討において

は，学習回数に対する学習結果の収束特性が重要であり，しばし

ば理論解析の対象となる．C-SGD における同様の解析結果（13）

を参考に，無線通信におけるパラメータの学習結果への影響を

観察しよう．

本解析結果は，学習繰り返し回数に対する目的関数の収束特

性に関するものである．具体的に，データセットが独立同分布

(i.i.d.: independent and identically distributed) に従う環境

において，学習に関する幾つかの仮定をおく．K 回学習した後

の目的関数 f(xK) の勾配の 2 乗ノルムの期待値の上界は，文

献（13）中の式 (17)から，本稿で無視する補助変数に関する特性

を取り除くことで次のように表すことができる．

E

[
1

K

K∑
k=1

||∇f(xk)||2
]

<=
2 [f(x1)− finf ]

ηK
+

ηlσ2

n

+η2l2σ2

(
1 + λ2

1− λ2
τ − 1

)
(14)

ここで，l は f(x) のリプシッツ定数，finf は f(x) の上界，β

及び σ2 はミニバッチサイズに逆比例する非負の定数である．な

お，上記の解析式では各ローカルモデル (XK 中の各要素)を平

均化したグローバルモデル xK を解析対象としている．そのた

めK 回学習した後に各ローカルモデルを一括収集し，それらを

合成したものを学習結果として取り扱うことを表すが，式 (14)

が小さい場合，個々のローカルモデル xK,i も統計的によい学

習結果が得られることを意味する．

また，λ = max {|λ2(W )|, |λn(W )|} (< λ1(W ) = 1)であ

り，λn(W ) は W の固有値のうち n 番めに大きな値を表す．

この式は，学習回数 K とユーザ数 n が十分大きい際に達成可

能な学習特性が，W の固有値に影響を受けることを意味する．

ここで，λは，全ての端末が相互に接続されている際に 0，接続

が途切れるほど 1に近づく．そのため，C-SGDを用いた DFL

の学習精度に関する特性は，ネットワークトポロジの疎密に影

響を受けるといえる．

さて，図 6 に例示したように，伝送レートと通信可能な距離

の間にはトレードオフの関係があった．送信レートの影響を確

認するため，無線環境において送信レートを調整した際のトポ

ロジ密度と，式 (14) より評価した学習特性の評価を行う．こ

こでは n = 6 の端末を 500 m 四方のエリアにランダムに配

置し，図 7 (a) のように位置を固定した．また，送信レートは

全端末一律で R とし，簡単のため Gf = GA = 1 とした．そ

のほか，GA = 1，PTx = 1 mW，N0 = 10− 172
10 mW/Hz，

B = 1.4× 106 Hz，ε = 4である．図 7 (b)に，Rの λへの影

響を示す．本評価では，ある R における隣接行列 A 及び平均

化行列W をあらかじめ計算し，W を固有値分解することで

λ を得た．なお，λ とネットワーク密度の関係を確認するため，

次式で定義されるネットワーク密度も同時に評価した．

Network Density � |A|
n (n− 1)

(15)

|A| は隣接行列 A 中の全要素の総和である．通信距離は R を

大きくとるほど短くなる．そのため，ネットワーク密度は Rに

依存して小さくなる．一方で λは Rが大きくなるほど 1に近づ

いており，λ からネットワーク密度の低さを測ることができる

ことが分かる．

次に，送信レートの学習特性への影響を見ていく．図 7 (c)に，

学習回数を K = 1, 100, K → ∞ と変化させた際の式 (14) 右

辺の数値結果を示す．この図において，y軸の値は勾配の 2乗ノ

ルムの期待値の上界を表す．図 7 (b)で計算した λを式 (14)右

辺に代入することで得た．学習回数 K が大きくなるほどネット

ワークトポロジの影響が大きくなり，例えばK →∞において，
送信レートが大きくなるほど学習特性が劣化することが確認で

きる．しかし，その影響は顕著なものではなく，R を 6 Mbps

から 3 Mbpsへと半減させても y 軸の値は 10−3 オーダである

ことが分かる．一方で Rを小さくとるほどモデル共有に要する

通信時間が増大するため，学習の実行時間特性が劣化する恐れ

があるといえる．

4. 3 伝送レート適応化による DFLの高速化

ここまでの議論より，伝送レートが DFLにおける学習精度の
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実行時間特性へ影響を及ぼしうることが分かった．分散機械学

習における送信レート設計を，ネットワーク密度を制約条件と

した通信時間最小化問題として定式化する．

ここでは，送信電力や帯域幅は端末間で一定とし，学習の開始

に先立ち各端末で伝送レートベクトル R = [R1, R2, · · · , Rn]

を最適化するケースを考える．各端末は相互に位置が共有済み

であり，時間同期が可能であるとする．また，モデル共有時の

通信路に関する情報は平均受信電力のみ推定可能であり，瞬時

受信電力の実現値は未知とする．

前章で示したように，重み行列W の固有値より得られる λ

からネットワーク密度の低さを測ることができる．加えて λ は

隣接行列Aより一意に定まるため，各端末の位置関係及び送信

レートベクトルの候補から計算できる．そこで，次式のように

λの最大値へ制約を与え，その中で通信時間 tcom を最小化する

ことでモデル共有における無駄の削減を狙う．

min
R

tcom (16a)

s.t. Pr

[
λ <= λtarget

∣∣∣∣∣
n⋂

i=1

S(G, vi) = V

]
>= 1− pout

(16b)

Ri >= 0 ∀i (16c)

λtarget は区間 (0, 1)の定数であり，達成可能な学習精度の所望

値や学習条件に応じて定めるハイパーパラメータとする．DFL

で端末間協調を図るためには，相互にモデルパラメータが行きわ

たることが重要である．そこで，ネットワークトポロジが強連結

であることも条件に入れるため，併せて
⋂n

i=1 S(G, vi) = V を

制約として与えた．なお，G = (V, E)はネットワークトポロジ

を表す有向グラフであり，V (= {v1, v2, · · · , vn})は端末の集合
を表す．E は辺の集合であり，二つの端末 vi, vj が Ri <= Cij

を満たすとき，これらの端末間の辺を含む．また，S(G, vi) は

有向グラフ G において端末 vi からの有向路が存在する端末の

集合を出力する操作と定義する．最後に，pout はトポロジの所

望特性に対するアウテージ確率である．フェージングによるトポ

ロジ変動の影響を緩和するため，本パラメータを導入した．以

上のように，学習精度に関する指標をネットワークトポロジよ

り取得し，制約条件へと与えることで，DFLの高速化を無線通

信パラメータの最適化問題として考えることができる．

本問題の解法は，文献（24）に譲る．具体的に，フェージング

を無視した上で隣接行列に対する組み合わせ最適化を適用の上，

λ <= λtarget かつ強連結であるトポロジのうち tcom が最小とな

るトポロジを探索する．その後，本トポロジにおける全ての通

信が同時に成功する確率が 1− pout 以上となるよう伝送レート

を設計することで，問題 (16) の解を得ることができる（注6）．な

お，ここで登場する組み合わせ最適化では，各端末が n− 1 台

の端末のうち誰にまでモデルを共有したいかを選ぶことになる．

そのため誰とも通信しない場合を候補から除外し，かつ有向グ

（注6）：文献（24）で示した解法の Pythonへの実装例は，筆者の GitHubリポジト

リで公開している (https://github.com/ksatolab-uec/rate-adaptation for

decentralized-fl ieee-tccn2021)．

図 8 伝送レート適応化を伴う DFL の動作例（24）

ラフを仮定した場合，組み合わせの総数は (n− 1)n となる．

画像認識タスクを対象とした計算機シミュレーションによる，

本手法の動作例を示す．本評価では，n = 6の端末を 500m四

方内にランダムに配置した際の，学習精度の実行時間特性を評

価した．学習対象は Fashion-MNIST（26）とし，学習データ全

60000枚を n分割した上で各端末へ分配した．

学習器には，文献（27）にて公開されている畳み込みニューラ

ルネットワークを用い，計算時間は tcal = 0.01 s/loopとした．

本学習器のパラメータ数は 1475338 である．各パラメータを

32 bit の float 型で管理した場合M = 47210816 であり，この

値を用いて評価を進める．

学習はバッチサイズ 1，τ = 1000とした上で合計 200000回

繰り返し，5000回ごとに，検証データ 1万枚を用いて各端末が

所有するモデルの検証精度を評価した．得られた検証精度を端

末間で平均化し，その値を，その時点での検証精度とした．以

上の評価を独立に 10 回試行し，その結果を繰り返し回数ごと

に平均化することで，実行時間及び学習回数ごとの検証精度の

推移を評価した．なお，ここでは Gf に 1回の通信ごとに i.i.d.

かつ周波数フラットなレイリーフェージングを仮定した上，ア

ウテージ確率を pout = 0.50とした．そのほかのパラメータは，

断りのない限り図 7 の評価条件と同様である．

距離減衰係数 ε = 4.0, 3.0 における実行時間特性を図 8 (a)

(b)に記す．参考のため，全端末が相互に接続されており，通信

遅延がない場合 (“ideal cooperation”)と，全て端末が独立に学

習する場合 (“individual training”)の特性も評価した．ε = 4.0

では，ある目標精度 (例えば 0.88)を達成するまでに要する実行

時間は，λtarget を大きく取り，伝送レートを小さく設定した方

が短く済むことが分かる．一方，図 8 (b)に記す ε = 3.0におけ

る実行時間特性は，λtarget を小さくとるほど有利であることが

分かる．これは，距離減衰係数が小さい場合には遠方の端末へ

モデルを共有するために伝送レートを過度に落とす必要がなく，

ネットワークトポロジを密に取る際の通信時間への影響が目立

たないためである．

このように，電波伝搬特性や達成したい学習精度の大小に応

じてネットワークトポロジの密度を調整することで，通信パラ

メータ設計の面から DFLの高速化を実現できる．

5. 典型的な無線リソース割り当てとの差異

通信パラメータの適応化は，セルラや無線 LAN といった分

野で長年議論が重ねられてきた（28）．これらと DFLにおける通

IEICE Fundamentals Review Vol.16 No.1 13



信パラメータ設計の違いについて触れておく．

DFLの端末配置のように分散する端末が相互に通信を行うシ

ステムは，端末間通信 (D2D: Device-to-Device)に分類するこ

とができる．D2D通信における無線リソース割り当てでは，所

望の通信相手 (この場合隣接行列 A) を固定しリンク間で共有

メッセージが異なると仮定した上，次のような総レート最大化

が典型的な問題となろう．

max

n∑
i=1

n∑
j=1

AijCij (17)

s.t. 0 <= PTx,i <= Pmax ∀i (18)

PTx,i は i 番めの端末の送信電力，Pmax はその最大許容値，

Cij は端末 i–j 間の通信路容量である．ここでは最適化対象の

明示は避けるが，例えば，非直交の時分割を仮定した上での送

信電力や通信スロットが挙げられる．このような総レート最大

化においては，多くの場合注水定理に基づいて通信品質のよい

リンクへ優先的にリソースを割り当てることが望ましい（7），（28）．

一方，注水定理に基づく場合，伝送レートが極端に低いリンク

が発生する．DFLにおいて重要な要素であるネットワーク全体

でのモデル共有時間 tcom は伝送レートの逆数に依存する数値

であり，要するに，典型的な無線リソース割り当て問題の解法

を割り当てただけでは学習がかえって遅くなる可能性がある．

本例からも分かるように，DFLにおける目的が高速・高精度

な機械学習であり，学習プロセスでの通信内容が問われないと

いう点で，無線リソース割り当てにおける典型的な問題とは少々

勝手が変わってくる．実際，4. 3 節で述べた伝送レート適応化

もあらかじめ決められた通信相手との通信状態に応じてレート

適応化を施すわけではなく，“誰と通信すればネットワーク全体

の学習が高速化されそうか”という観点から出発する．

これらの差異は，FLとセルラシステムにおけるリソース割り

当てにも共通するものである．両者の差を意識した上での通信

設計が重要となる．

6. 高速・高精度化に向けた関連アプローチ

FL，DFL とも，連日多くの論文が発表されている．ここで

は，これらの高速化・高精度化を実現する手法の動向について，

主として無線設計の面から述べる．なお，FLの応用研究に関す

るレビューは文献（3）を参照されたい．

6. 1 通信スロット削減

FL，DFL とも，端末間の送信信号の直交性を前提とする場

合，モデル共有時に端末台数に依存した通信スロット数が必要

となる．そのため，通信方式の見直しによる通信回数の削減が，

高速・高精度化に向けた方策の一つとなる．

例として，文献（29），（30）では DFL 向けにグラフ彩色に基

づく通信スロット削減の検討が行われている．DFLのモデル共

有においては，十分離れた端末同士であれば，同スロット内でモ

デル共有を行っても干渉が十分に無視できるケースも多い．そ

こで，通信スロット数を彩色数とみなした上，同時送信の可否

を彩色問題の枠組みで判断することで通信の効率化を実現する

という手法である．

また，無線ネットワークでの FL における新たなパラダイム

として空中計算によるモデル共有法が注目されている（31）．これ

は，複数の端末が自身のモデルパラメータをアナログ変調し，

サーバへ一斉送信する方式である．サーバ側での合成信号がモ

デルの加算結果を表現するよう送信することで，本来端末台数

に応じた通信スロットが要求されるところを，台数に依存せず 1

スロットで実現しようという試みである．空中計算のモデル共

有への応用に関する検討の多くが FLを仮定したものであるが，

DFLへの適用例もある（32）．

ただし DFL においては，空中計算を適用しても端末台数に

応じた通信スロットが要求されるなどの理由から，ディジタル

送信に基づく方式の方が有利との指摘もある（29）．その採用価値

についてまだまだ議論が必要であると考えられる．

6. 2 トポロジの適応化

無駄のないネットワークトポロジを構築することも重要であ

る．先にも紹介した文献（30）では，1 回の通信スロットにおけ

る各リンクのアクティベーション確率を，トポロジが極力密に

なるよう設計する方式が導入されている．これにより，短時間

で高い協調効果が得られる．また，4章で紹介した伝送レート適

応化に基づく方式は，ネットワークの密度に関する指標を制約

項に入れている．そのため，本手法もトポロジの適応化に関す

る検討といえる．

“FL か DFL か” という疑問もある．具体的に，無線ネット

ワークで DFL を実施したい場合，学習端末が全て近隣のエリ

ア内に存在することが前提となる．こういった環境において全

て分散的にやり取りを行うべきか，はたまた代表端末や近隣の

基地局を集中制御サーバと見立てた FL とすべきかは興味深い

問題である．関連して，文献（11）では有線ネットワークを対象

に，集中制御型の分散 SGD アルゴリズムと分散型アルゴリズ

ム (D-PSGD)への通信遅延の影響について議論している．一般

的には，集中制御型のアルゴリズムの方が，学習の繰り返し回

数の観点では良好な学習特性が得られる．一方，サーバ–端末間

の通信遅延が無視できず近隣端末間では高速に通信できる場合，

DFLのような学習形態の方が同時間で高精度な学習が実現でき

ることが示されている．無線ネットワークに対しても同等の傾

向が得られる可能性が高く，FL/DFLの適応設計が大きな意味

をもつであろうことが推測される．

また，FL と DFL のハイブリッド方式もある．文献（33）で

は，近隣の端末間で DFLを実施し，大局的には集中制御サーバ

を介して FL を実施することで，学習の効率化が可能であるこ

とが示されている．

しかし，FL，DFL双方とも検討が進められているものの，双

方を適用できる環境における “FL か DFL か” という観点から

の議論は手薄である．現状で明確な答えはなく，今後の発展が

待たれるところである．
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6. 3 ストラグラの影響緩和

式 (11)に記した 1ラウンドごとの学習時間特性では，全端末

で計算能力が一定であることを仮定している．一方，実際は端

末間で性能差があるほか，同様のハードウェア性能を有してい

た場合でもほかの計算タスクの影響で計算時間にばらつきが生

じうる．C-SGD や FedAvg は端末間の時間同期を仮定してい

るため，こういった計算が遅い端末 (ストラグラと呼ばれる)が，

ネットワーク全体の学習特性のボトルネックとなる．こういっ

た問題に対しては，非同期型の SGD アルゴリズム（12）のほか，

学習端末を適応的に選択する方式（34）が有効である．特に，学

習端末の適応的な選択は，各端末の計算能力に加え通信品質や

データの偏りの考慮も可能である．取り扱いが容易であり，複

数の派生検討がある（35）～（37）．

符号化計算による特性改善も可能である（38），（39）．端末からの

応答が得られない計算結果を消失情報とみなした上，冗長性を

与えた計算委託を実施することで，ストラグラの影響を緩和で

きる．

6. 4 共有情報の削減

以上は，主として通信プロトコルの改善に基づくアプローチで

ある．これらと両輪で，知識蒸留（40），（41）や量子化（42），（43）を

駆使した共有情報そのものの見直しも複数検討されている．例と

して，量子化は学習精度を劣化させる傾向にあるが，Push-Sum

アルゴリズムを用いた分散端末間の合意により量子化前と同等

の学習収束特性を実現できることが指摘されている（43）．

文献（41）では，知識蒸留に基づき，FLにおける端末–サーバ

間の共有情報をモデルパラメータではなく学習器の出力情報と

する方式が提案されている．モデルパラメータを共有する FL

と比較して，通信オーバヘッドを 26倍改善可能であるとの結果

が報告されている．

7. ま と め

FL 及び DFL について概説した．特に，無線通信路で DFL

を実施する際の通信時間の影響に着目し，その改善の方策や関

連する研究動向について述べた．5章でも触れたように，“高速・

高精度な学習が実現できれば学習途中の通信内容を問わない”と

いう点が，典型的な無線リソース割り当てと大きく異なる点で

ある．6 章で紹介した空中計算や量子化を活用するような思い

切った方式は，こういった背景が作用した結果生まれたもので

もあり，この点に，FL/DFLと無線通信の境界領域における学

術的な面白さがあると筆者は考える．

本稿では紹介しきれなかったが，ほかにも FL へ差分プライ

バシー（44），（45）を導入した更なるデータプライバシーの向上（46）

や端末間で学習データに偏りがある環境における特性の解析（47），

その対策（48），（49）など，様々な面から検討が行われている．今

後もますますの盛り上がりを見せていくことだろう．

筆者は元々，無線分野に関する研究に従事していた．本稿は，

筆者が FLへの入門を試みた際に苦戦した両分野の橋渡しの，障

壁緩和を大きな目的として執筆したものである．関連分野へ興

味をもつ読者の研究活動への一助になれば幸いである．

謝辞 本研究の一部は JST，SICORP，JPMJSC20C1の支

援を受けたものである．
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Simple-Triangle Graphとその周辺
Simple-Triangle Graphs and Related Classes

高岡 旭 Asahi TAKAOKA

アブストラクト Simple-triangle graph は，区間グラフ（interval graph）と置換グラフ（permutation graph）の一般化とし

て，1980年代に導入されたグラフクラスである．このクラスの認識問題の計算量は長年未解決であったが，2010年代前半

に多項式時間アルゴリズムが提案されたことで，肯定的に解決された．本稿では，このグラフクラスとその周辺のクラスに

ついて近年示された結果を概説するとともに，未解決問題を紹介する．

キーワード グラフクラス，交差グラフ，simple-triangle graphs，認識アルゴリズム，グラフの特徴付け

Abstract The class of simple-triangle graphs was introduced in the 1980s as a generalization of both interval graphs and

permutation graphs. The recognition problem for simple-triangle graphs had been open, but in the early 2010s, a

polynomial-time algorithm was proposed. This paper gives an overview of recent results on simple-triangle graphs with

their related classes and then introduces some open questions.

Key words Graph classes, Intersection graphs, Simple-triangle graphs, Recognition algorithm, Characterization of graphs

1. は じ め に

グラフの集合はグラフクラスと呼ばれ，通常，ある特別な構

造をもつグラフの集合として定義される．理論・応用の両面か

ら動機付けられて，多くのグラフクラスが導入された．グラフ

クラスに関する包括的なサーベイとして書籍（1）～（5）を参照さ

れたい．

図形の重なり（交差）によって表現されるグラフを幾何的交差

グラフといい，図形の集合をその交差表現，あるいは単に表現と

呼ぶ．代表的な交差グラフに区間グラフ（interval graph）があ

る．グラフ Gは，各頂点 v ∈ V (G)に対応する数直線上の区間

Iv が存在し uv ∈ E(G) ⇐⇒ Iu ∩ Iv |= ∅ であるとき，区間
グラフであるという．このとき，区間の集合 {Iv : v ∈ V (G)}
が Gの表現である．

本稿の主題である simple-triangle graph も幾何的交差グラ

フの一つである．平面上に 2 本の水平線 L1 と L2 があるとす

る．L1 上の 1 点と L2 上の 1 区間が張る領域は三角形を成す．

グラフ Gは，各頂点 v ∈ V (G)に対応する三角形 Tv が存在し

uv ∈ E(G) ⇐⇒ Tu ∩Tv |= ∅であるとき，simple-triangle

graphであるという．このとき，三角形の集合 {Tv : v ∈ V (G)}
が Gの表現である（図 1参照）．
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図 1 Simple-triangle graph とその交差表現

Simple-triangle graph は 1980 年代に文献（6）で導入された

ものの，研究は進んでいなかった（7），（8）．Simple-triangle graph

の認識問題は未解決であったが（4），近年，Mertzios（9）によって

多項式時間認識アルゴリズムが与えられた．本稿では，以降に，

simple-triangle graphとその周辺のクラスについて示された結

果を概説するとともに，未解決問題を紹介する．

1. 1 交差グラフ

本稿で扱うグラフは全て，有限でループや多重辺をもたない．

有向グラフも扱うが，特にことわらない限り，グラフは無向グラ

フを意味する．頂点 u と v を結ぶ無向辺を uv と書き，頂点 u

から v への有向辺を (u, v) と書く．グラフ G = (V, E) の頂点

集合を V (G)，辺集合を E(G) と書くことがある．また，n と

mはそれぞれグラフの頂点数 |V |と辺数 |E|を表す．
Simple-triangle graphに関連する交差グラフを幾つか導入す

る．これらのグラフクラスは集合の包含関係に基づき階層を成

す．図 2に本節で導入するグラフクラスの階層を示す．

L1 と L2 を平面上の 2 本の水平線とする．L1 上の点と L2
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図 2 交差グラフの階層 各長方形はグラフクラスを

表し，クラス Aからクラス B への上向きの線は
A � B を表す．

上の点を結ぶ線分を考える．グラフ Gは，各頂点 v ∈ V (G)に

対応する線分 Sv が存在し uv ∈ E(G) ⇐⇒ Su ∩ Sv |= ∅ で
あるとき，置換グラフ（permutation graph）であるという．

L1 上の区間と L2 上の区間が張る領域は台形を成す．グ

ラフ G は，各頂点 v ∈ V (G) に対応する台形 Tv が存在し

uv ∈ E(G) ⇐⇒ Tu ∩Tv |= ∅であるとき，台形グラフ（6），（10）

（trapezoid graph）であるという．

また，台形グラフにおける表現を，台形から平行四辺形に制

限したグラフが parallelogram graph（11）であり，三角形に

制限したグラフが triangle graph（6）である．Triangle graph

と simple-triangle graphの違いは，下向きの三角形，すなわち

L1 上の区間と L2 上の点が張る三角形を許すか否かである．

無向グラフ G の各辺に向きを付けて作られる有向グラフ

を G の向き付け（orientation）と呼ぶ．すなわち，G の各辺

uv ∈ E(G) を (u, v) か (v, u) かに置き換えて得られるグラフ

を，G の向き付けと呼ぶ．特に混乱が生じない限り，今後，グ

ラフの向き付けをその辺集合のみで表す．

グラフ G の向き付け F は，任意の 3 点 u, v, w において

(u, v), (v, w) ∈ F =⇒ (u, w) ∈ F であるとき，推移的（tran-

sitive）であるという．推移的向き付けが可能なグラフを比較可

能グラフ（comparability graph）と呼ぶ．補グラフが比較可

能グラフであるグラフを補比較可能グラフ（cocomparability

graph）と呼ぶ．比較可能グラフと補比較可能グラフはグラフ理

論において基本的なグラフクラスである（1），（2）．

補比較可能グラフには，置換グラフや台形グラフと同様に，交

差表現が知られている．L1 と L2 を平面上の 2本の水平線とす

る．L1 上の点から L2 上の点への曲線のうち，y 方向に戻らな

いものを y モノトーンと呼ぶ．任意の補比較可能グラフは，y

モノトーンな曲線で表現される交差グラフである（12）．また，任

意の補比較可能グラフは，2 本の y モノトーンな曲線で囲まれ

た領域による交差グラフであることも知られている（5）．このこ

とは，補比較可能グラフのクラスが台形グラフなどの上位クラ

スであること示している．

1. 2 グラフクラスの特徴付けと認識問題

グラフクラスに関する研究の基本は特徴付けと認識問題であ

る．グラフクラス G の特徴付けとは，あるグラフが G に属すた
めの必要十分条件である．クラス G の認識問題とは，与えられ
たグラフが G に属すか否かを判定する問題である．認識問題を
解くアルゴリズムを認識アルゴリズムと呼ぶ．

ここで注意すべき点は，認識問題は遺伝的でないということ

である．通常の組合せ問題，例えば独立点集合問題やハミルト

ン閉路問題などは，あるグラフクラス G で多項式時間で解ける
ならば，G の任意の下位クラスで多項式時間で解ける．同時に，
問題が G で NP 困難であるならば，G の任意の上位クラスで
NP困難である．このようなとき，問題は遺伝的（hereditary）

であるという．認識問題にこのような性質はない．

区間グラフ，置換グラフ，及び補比較可能グラフには線形時

間認識アルゴリズムが存在する（13）～（15）．また，台形グラフの

認識アルゴリズムも複数提案されており（5），（16），最も高速なも

のは O(n2) 時間である（17）．一方で，parallelogram graph と

triangle graph の認識問題は NP 困難である（18），（19）．この困

難性の原因は，直感的にいうと，たとえ与えられたグラフが台形

グラフであり，その表現が得られたとしても，それを変形して，

台形の左右の脚が平行になるように（parallelogram graph の

場合），あるいは上底か下底が 1点に収縮するように（triangle

graph の場合）するのが困難だという点にある．3 節で見るよ

うに，simple-triangle graphには O(nm)時間認識アルゴリズ

ムが存在する．

2. 特 徴 付 け

現在まで，simple-triangle graphには三つの特徴付けが知ら

れている．一つは linear-interval cover による特徴付け（9）で，

最初の認識アルゴリズムはこの特徴付けから得られたが，やや

複雑なので，本稿では扱わない．以下，頂点順序による特徴付

けとそれから派生した向き付けによる特徴付けを紹介する．

2. 1 頂点順序による特徴付け

多くのグラフクラスに対し「あるグラフ Gがクラス G に属す
る必要十分条件は，G の頂点をある性質 πG を満たすように一

列に並べることができることである」という特徴付けが知られ
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図 3 禁止パターン u ≺ v ≺ w ≺ x とする．実

線と破線はそれぞれ辺が存在することと存在し

ないことを表す．辺が存在してもしなくても構わ

ない場合，線を描いていない．

ている．このとき Gの頂点の並びを頂点順序と呼び，このよう

なタイプの特徴付けを頂点順序による特徴付けと呼ぶ．

例えば，補比較可能グラフには「グラフ Gが補比較可能グラ

フである必要十分条件は，Gの頂点を図 3 (c)のパターンが生じ

ないように一列に並べることができることである」という特徴

付けが知られている（20）．また，区間グラフには「グラフ G が

区間グラフである必要十分条件は，G の頂点を図 3 (a) と (c)

のパターンが生じないように一列に並べることができることで

ある」ということが知られている（21）．そして，置換グラフに

は「グラフ Gが置換グラフである必要十分条件は，Gの頂点を

図 3(b)と (c)のパターンが生じないように一列に並べることが

できることである」ということが知られている（2）．その他の例

は文献（2），（22）～（24）などを参照されたい．

Simple-triangle graphには次のような頂点順序による特徴付

けが存在する．

定理 1（25）. グラフ Gが simple-triangle graphである必要十分

条件は，G の頂点を図 3 (c)～(e) のパターンが生じないように

一列に並べることができることである．

Simple-triangle graphの表現は 2本の水平線 L1 と L2 の間

を張る三角形から構成されるが，各三角形と L1 は 1点で交わっ

ている（図 1 (b)参照）．この点の順序が定理 1の頂点順序に対

応する．一方で，図 3 (c)～(e) のパターンを含まない頂点順序

が与えられたとき，表現を構成するアルゴリズムが存在する．

定理 2（25）. G を simple-triangle graph とする．図 3 (c)～(e)

のパターンを含まない Gの頂点順序が与えられたとき，Gの表

現を O(n2)時間で構成できる．

2. 2 向き付けによる特徴付け

定理 1 をグラフの向き付けによって言い直すことで，新たな

特徴付けが得られる．グラフ G の向き付けは，長さ 4 以上の

任意の閉路において有向辺の向きが交互に現れるとき，交替

的（alternating）であるという（図 4 参照）．交替的向き付け

ができるグラフを交替的向き付け可能グラフ（26）（alternately

orientable graph）と呼ぶ．

図 4 交替的向き付けの例

定理 3（25）. グラフ Gが simple-triangle graphである必要十分

条件は，G の交替的向き付け D と補グラフ G の推移的向き付

け F が存在し，F ∪D が有向閉路を含まないことである．

また，文献（7）の結果を用いると，補グラフ G の推移的向き

付け F を任意に選ぶことができることが分かる．

定理 4（25）. グラフ Gが simple-triangle graphである必要十分

条件は，補グラフ G の任意の推移的向き付け F に対し，G の

交替的向き付けDが存在し，F ∪Dが有向閉路を含まないこと

である．

3. 認識アルゴリズム

Simple-triangle graph の最初の多項式時間認識アルゴリズ

ムは Mertzios（9）によって与えられた．これは linear-interval

cover による特徴付けを用いた O(n2m̄)時間アルゴリズムであ

る．ただし，m̄は与えられたグラフの補グラフの辺数を表す．

文献（27）は Mertzios のアルゴリズムを改良したアルゴリズ

ムを示している．文献（28）は向き付けによる特徴付け（定理 4）

を用いて O(nm) 時間認識アルゴリズムを示している．筆者の

知る限り，これが最も高速なアルゴリズムである．

定理 5（28）. Simple-triangle graphの認識問題を解くO(nm)時

間アルゴリズムが存在する．

4. 関連するグラフクラス

定理 3 は，simple-triangle graph のクラスが交替的向き付

け可能な補比較可能グラフ（alternately orientable cocompa-

rability graph）の部分クラスであることを示している．また，

このクラスは無閉路で交替的な向き付けが可能な補比較可能

グラフ（cocomparability graph with an orientation that is

alternating and acyclic）の部分クラスであることも分かる．こ

れら二つのクラスと simple-triangle graph のクラスが一致す

るかどうかは，興味のある問題である．もし一致するならば，

simple-triangle graphの新たな特徴付けであるのみならず，よ

り単純な認識アルゴリズムが提案できる可能性がある．

一般の場合，交替的向き付け可能グラフのクラスと無閉路で

交替的な向き付けが可能なグラフ（graph with an orientation

that is alternating and acyclic）のクラスは一致しない（29）．

一方で，より特殊な場合は三つのグラフクラスが一致する．文

献（28）は向き付けによる特徴付けを用いて認識アルゴリズムを
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与えたが，その際に次の定理を示している．

定理 6（28）. Gを補比較可能グラフとし，補グラフ Gのある推移

的向き付けを F とする．Gに Δフリーな交替的向き付け D が

存在するとき，F ∪D′ が無閉路な Gの交替的向き付けD′ が存

在する，すなわち，Gは simple-triangle graphである．ただし，

Gの交替的向き付けD は，(a, b), (b, c) ∈ D かつ (c, a) ∈ F と

なる 3点 a, b, cが存在しないとき，Δフリーであるという．

定理 6は，Δフリーな交替的向き付けが可能な補比較可能グ

ラフのクラスと無閉路で Δフリーな交替的向き付けが可能な補

比較可能グラフのクラスが simple-triangle graph のクラスと

一致することを示している．

残念なことに，交替的向き付け可能な補比較可能グラフと無

閉路で交替的な向き付けが可能な補比較可能グラフと simple-

triangle graph のクラスは，互いに一致しないことが示されて

いる（30）．

交替的向き付け可能グラフや台形グラフに関連するグラフ

に tolerance graph がある．このグラフは区間グラフの拡

張として文献（31）で導入された．包括的なサーベイとして書

籍（5）がある．Tolerance graphの部分クラスである bounded

tolerance graphは parallelogram graphと等価である（11）．

5. グラフクラスの階層

今まで現れたグラフクラスの包含関係を図 5 (a)に示す．表 1

は包含関係を示した文献をまとめたものである（注1）．ただし，定

義より明らかなものは除いている．表 2 は互いに包含関係にな

いクラスの separating example を示している．表 3 は各クラ

スの認識問題の計算量と，それを示した文献をまとめたもので

ある．ただし，多項式時間で認識可能なクラスには，筆者の知

る最も高速なもののみ載せている．

図 5 (a)と表 2に現れる separating exampleは以下のとおり

である．書籍（5）も参照されたい．

グラフ T2：図 5 (b) のグラフ T2 は tolerance graph であ

る（31）．T2 は補比較可能グラフでないことが知られており（33），

したがって，parallelogram graphでない．

グラフ T2：T2 の補グラフ T2 は simple-triangle graphであ

る（7）が，置換グラフでないことが知られている（33）．

グラフ T3：図 5 (c) のグラフ T3 が無閉路で交替的な向き付

けが可能であるのは自明である．T3 は tolerance graph でな

い（31）．

グラフ B：図 5 (d)のグラフ B は台形グラフであるが，交替

的向き付け可能でない（32）．

グラフW：図 5 (e)のグラフW は simple-triangle graphで

ない（25）が，parallelogram graphであることが確かめられる．

グラフX：図 5 (f)のグラフX は parallelogram graphであ

（注1）：正確には，文献（32）は parallelogram graph が交替的向き付け可能であ

ることしか主張していない．しかし，文献（32）が示した向き付けは無閉路であるこ

とが確かめられる．

るが triangle graphでない（6）（注2）．

グラフ D：図 5 (g) のグラフ D は補比較可能グラフであり，

交替的向き付け可能だが，無閉路で交替的な向き付けをもたな

い（30）．

グラフ C4：閉路 C4 が置換グラフであるのは自明であり，し

たがって，C4 は simple-triangle graphである．C4 が区間グラ

フでないことはよく知られている（1）．また，このことから，区間

グラフと異なり，simple-triangle graph は弦グラフ（chordal

graph）の下位クラスでないことが分かる．

グラフ C6：閉路 C6 が無閉路で交替的な向き付けが可能であ

るのは自明である．C6 は tolerance graphでない（31）．

グラフ C6：C6 の補グラフ C6 は補比較可能グラフだが台形

グラフでない（10）．

グラフ H：文献（29）は交替的向き付け可能だが無閉路な交替

的向き付けが可能でないグラフ H を示している．

グラフ 2G：文献（32）は無閉路で交替的な向き付けが可能だが

tolerance graphでない補比較可能グラフ 2Gを示している（注3）．

6. 未解決問題

今まで simple-triangle graph に関する既知の結果を紹介し

てきたが，まだ興味深い問題が残っている．本稿では，最後に，

simple-triangle graphに関する未解決問題を四つ紹介する．

a ) 同型問題

二つのグラフG1とG2は，全単射 f : V (G1)→ V (G2)が存

在し，任意の 2頂点 u, v ∈ V (G1)に対して，uv ∈ E(G1) ⇐⇒
f(u)f(v) ∈ E(G2) を満たすとき，同型であるという．同型問

題は与えられた二つのグラフが同型か否かを判定する問題であ

る．同型問題の計算量は未解決であり，現在も活発に研究され

ている（34），（35）．

区間グラフと置換グラフの同型問題は線形時間で解けること

が知られている（36），（37）．一方で，台形グラフの同型問題は GI

完全，すなわち，一般のグラフの同型問題に多項式時間還元可

能である（38）．Simple-triangle graph の同型問題が多項式時間

で解けるかどうかは，未だ明らかでない．定理 1 の特徴付けか

ら直ちに同型判定アルゴリズムが導かれるわけではないことは，

文献（25）に指摘されている．

問題 1（27），（35），（38）. Simple-triangle graphの同型問題を解く

多項式時間アルゴリズムは存在するか．

b ) 高速な認識アルゴリズム

区間グラフ，置換グラフ，台形グラフ，及び補比較可能グラフ

の認識問題は長年研究され，線形時間，または O(n2)時間の認

識アルゴリズムが知られている（表 3 参照）．一方で，simple-

triangle graph の現在知られている最も高速なアルゴリズム

（注2）：正確には，文献（6）は X が台形グラフであることしか主張していない

が，parallelogram graph としての表現を与えている．また，文献（6）は X が

simple-triangle graphでないことしか主張していないが，その構成から triangle

graph でないことが確かめられる．

（注3）：正確には，文献（32）は 2G が交替的向き付け可能であることしか主張して

いないが，与えた向き付けが無閉路であることが確かめられる．
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図 5 グラフクラスの階層と separating example 各長方形はグラフクラスを表し，クラス A
からクラス B への上向きの線は A � B を表す．同じ長方形に存在するクラスは等価であ
る．白色のクラスは多項式時間で認識可能であり，灰色のクラスは認識問題が NP 困難で

ある．クラス間を結ぶ線に付随するグラフは separating example である．グラフ 2G と

H の図は複雑なので省略する．文献（32）と（29）を参照されたい．
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表 1 グラフクラス間の包含関係

包含関係 証明

parallelogram graphs = bounded tolerance graphs 文献（11）

parallelogram graphs ⊂= cocomparability graphs with an orientation that is acyclic and alternating 文献（32）

alternately orientable cocomparability graphs ⊂= trapezoid graphs 文献（32）

tolerance graphs ⊂= graphs with an orientation that is acyclic and alternating 文献（31）

表 2 Separating examples

クラス A クラス B G1 ∈ A− B G2 ∈ B −A
triangle graphs parallelogram graphs/alternately orientable graphs B X

trapezoid graphs tolerance graphs/alternately orientable graphs B T2

tolerance graphs
alternately orientable cocomparability graphs/cocomparability

graphs with an orientation that is alternating and acyclic
T2 2G

alternately orientable

cocomparability graphs
graphs with an orientation that is alternating and acyclic D T2

表 3 認識問題の計算量

グラフクラス 計算量 証明

cocomparability graphs O(n + m) 時間 文献（15）

alternately orientable graphs 多項式時間 文献（26）

trapezoid graphs O(n2) 時間 文献（17）

graphs with an orientation that is alternating and acyclic NP 困難 文献（28）

alternately orientable cocomparability graphs O(nm) 時間 文献（28）

tolerance graphs NP 困難 文献（18）

cocomparability graphs with an orientation that is alternating and acyclic NP 困難 文献（30）

parallelogram graphs NP 困難 文献（18）

triangle graphs NP 困難 文献（19）

simple-triangle graphs O(nm) 時間 文献（28）

interval graphs O(n + m) 時間 文献（13），（14）

permutation graphs O(n + m) 時間 文献（15）

は，O(nm)時間と，それらと比べ低速である．Simple-triangle

graph の認識アルゴリズムは提案されてから日が浅く，より高

速な認識アルゴリズムが存在する可能性がある．

問題 2（28）. O(nm)時間より高速な simple-triangle graphの認

識アルゴリズムは存在するか．

c ) 禁止誘導部分グラフによる特徴付け

「あるグラフ G がクラス G に属する必要十分条件は，G が

リスト FG 内のグラフを誘導部分グラフとして含まないことで

ある」という特徴付けを，禁止誘導部分グラフによる特徴付け

と呼ぶ．区間グラフ，置換グラフ，及び補比較可能グラフの禁

止誘導部分グラフによる特徴付けはよく知られている（2），（33）．

Simple-triangle graphが禁止誘導部分グラフによって特徴付け

られるかは未解決である．

問題 3（28）. Simple-triangle graphを禁止誘導部分グラフによっ

て特徴付けられるか．

d ) 部分表現拡張問題

部分表現拡張問題は近年提案された認識問題の一般化である．

交差グラフの認識問題は「グラフ Gが与えられたとき，Gの表

現 Rは存在するか」という判定問題であるのに対し，部分表現

拡張問題は「グラフ G，頂点集合 S⊂=V (G)，そして S の各頂

点に対応する表現 R[S]が与えられたとき，R[S]を拡張した G

の表現 R は存在するか」という判定問題である．

区間グラフ，置換グラフ，及び台形グラフの部分表現拡張問題

には多項式時間アルゴリズムが提案されている（39）～（41）．一方

で，simple-triangle graphの部分表現拡張問題は未解決のまま

残されている（42）．

問題 4（42）. Simple-triangle graph の部分表現拡張問題を解く

多項式時間アルゴリズムは存在するか．

7. む す び

本稿では，simple-triangle graphの特徴付けと認識問題につ

いて，近年示された結果を概説した．また，関連するグラフク

ラスが成す階層を示し，未解決問題を紹介した．本稿がグラフ

理論の研究者とそれを志す方々への一助となれば幸いである．

謝辞 本稿を執筆する機会を与えてくださった回路とシステ

ム研究専門委員会の皆様に感謝いたします．特に，本稿の編集

を担当してくださった岐阜大学の金子美博准教授に感謝いたし

ます．また，初稿の閲読者の方々から有益なコメントを頂きま

したことを，この場をお借りしてお礼申し上げます．
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特集タイトル：
Nonlinear Circuits and Networks with a Variety of Couplings and Network Topologies

掲載誌：
NOLTA IEICE, 2022年 7月号

非線形回路で観測される発振現象について盛んに研究が行われるようになったのは 1960 年代であり，それから既に半世紀
以上が過ぎた．その間，非線形回路に関連する研究は，物理学，生物学，神経科学，電気電子工学，経済学など様々な分野で発
展をとげてきた．非線形回路が結合した系では，同期現象，時空間カオス，発振停止など，様々な興味深い非線形現象が観察さ
れる．近年では，特定の結合要素（遅延結合，ヒステリシス結合，動的結合など）やネットワークトポロジー（スケールフ
リー，スモールワールド，フラストレーションネットワークなど）をもつ結合非線形回路ネットワークに多くの研究者が関心を
寄せている．このようなシステムにおける同期のメカニズムや形態を発見し調査することは，今後の工学的アプリケーションの
基礎を築くことになる．
そこで我々は，国際会議NOLTA17 よりこれまで結合要素やネットワーク構造に特徴がある非線形回路ネットワークについ
ての研究を集めたスペシャルセッションを企画してきた．毎年，優れた論文が国内外から集まり，セッション中やセッション後
には活発な議論が行われてきた．本特集は，これまでの国際会議NOLTAのスペシャルセッションの拡大版として“Nonlinear
Circuits and Networks with a Variety of Couplings and Network Topologies”と題して企画された．査読プロセスを経
て，5件の優れた論文が掲載されている．掲載されている論文の非線形発振器のモデルとネットワークは，数学的モデルから工
学的応用ネットワークに至るまで実に多様である．また，非線形回路の同期について基礎的に調査した研究から，クラスタリン
グや最適化など実用的な問題に応用されている研究と幅広いテーマが扱われている．非常に興味深い論文ばかりなので，ぜひご
覧頂きたい．
最後になりますが，貴重な著作を投稿して頂いた著者の皆様，丁寧に査読して頂いた査読者の皆様，そして本特集号にご尽力
頂いたGuest Associate Editors の皆様に深く感謝いたします．
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2003-03 徳島大・工・電気電子卒．2006-09

同大学院博士後期課程了．同年，徳島大学大学院ソ
シオテクノサイエンス研究部特別研究員，並びに In-
stitute of Neuroinformatics, University/ ETH
Zurich Post- Doctoral Fellow. 2008-
04～2010-03 の 2年間，JSPS 海外特別研究員
として，Institute of Neuroinformatics, Univer-
sity/ETH Zurich において結合発振器の同期現象，
生物学知見を応用したニューラルネットワークなど
の研究に従事．2010-04 徳島大学大学院ソシオテ
クノサイエンス研究部・助教．2012-05 同研究部
講師．2016-05 同大学大学院理工学研究部講師．
2017-03 同研究部准教授．IEEE，信号処理学会
各会員．

IEICE Fundamentals Review Vol.16, No.124



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？

■信頼性研究会（R）
製品を市場へ供給するために，変化する市場のニーズをとらえて，タイムリーにそのニーズに応えることが必要になりますが．
そのために，それぞれの製品の実現に必要な固有技術の開発，発展が重要なことは周知のことでしょう．それに加えて，そのよう
な「魅力品質」だけではなく，使用者にストレスを与えず，簡単に，安心して，長く使って頂けるような「当たり前品質」も，供
給する製品で実現することが求められます．そこには，製品へ信頼性を作り込むという基盤技術が必要になります．
従来は，期待される期間を通して機能や特性を故障なく果たし続けるという信頼性（Reliability）を作り込むことに取り組んで
きましたが，最近の大規模かつ複雑化した機能を実現するシステムでは，機能実行の失敗（Failure）が発生した後のリカバリ機
能や修復機能，更にはそのような Failure を引き起こす状態にないことを監視する診断機能も備えた総合信頼性（Dependabil-
ity）を実現することが求められています．そして，製品の Failure が発現して故障状態（Fault）に陥っても，使用者にその影響
（危害）が及ばないようにするための安全機構（機能安全）の実現も含めて考える必要があります．このように総合的に信頼性を
作り込むために，システムを構成する1個 1個の構成部品やそのモジュール，サブシステムなどのハードウェアに加えて，ソフ
トウェアや使用者の行動も含むシステム全体で考えなければならない，そのような状況を迎えています．
当研究会では，国内各地で，年 8回の研究会を開催しながら，様々なアイテムを対象とした信頼性技術の向上と共有を図って
います．また現地に赴かなくても，オンラインでの参加も併用しながら，より多くの方々に気軽に参加頂けるよう努めています．
今後ますますより多くの方々にご参加頂けましたら幸いです．
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電機(株)姫路製作所の購入電子部品の認定評価部門
に在席して，IC，LSI のテスティング，信頼性試験，
受入スクリーニングの業務に従事．2010から三菱
電機(株)へ本務出向中．電子情報通信学会信頼性研

究会専門委員．日本信頼性学会評議員，同学会関西支部役員，同学会信頼
性試験研究会主査．

■複雑コミュニケーションサイエンス（CCS）
複雑コミュニケーションサイエンス（CCS）研究専門委員会は，2011 年 4月に時限研究専門委員会として発足し，2015

年 4月からNOLTAソサイエティのもと，常設研究専門委員会として活動しています．2022年度は常設研究専門委員会として
8期めを迎えることとなります．
これまで，CCS研究会では，複雑ネットワーク理論や非線形ダイナミクスのアプローチを駆使して，通信・ネットワーク分野
への応用をはじめ，神経系や生物システム，更にはソーシャルコミュニケーションやヒューマンサイエンスまで含む広範な研究対
象に対して，そこにある現実的問題の本質や限界に迫り，それらに潜在する普遍的特質を明らかにするサイエンスの創出という役
割を担ってきました．
2021 年度には総合大会において「通信ネットワークの現代的な課題にチャレンジする基礎理論の新展開」というテーマの
セッションを企画し，素晴らしい講演者の皆様による貴重な御講演を頂くことができました．この場を借りて御礼を申し上げま
す．
また，CCS研究会では，学生の皆さんや若手研究者を積極的に奨励する取り組みにも力を入れています．毎年発表された口頭
発表論文の中から優秀な研究発表を行った若手研究者を選出し，「複雑コミュニケーションサイエンス研究会奨励賞」として表彰
しています．
これまでの受賞者のなかには現在活躍している研究者も多く，本研究会の発表の場が重要な役割を果たしていることがうかがえ
ます．
2020 年度と 2021 年度はコロナ禍の影響で，オンラインでの研究会開催が主となっておりましたが，2022 年度はハイブ
リッドでの開催を多く予定しており，今後のCCS研究会を更に活気づけてまいります．2022年度のCCS研究会の活動予定を
以下に記します．また，本研究会の最新情報はCCS Webサイトにて随時更新しております．
ぜひ多くの皆様に御参加頂き，活発に御発表御議論頂けることを期待しております．皆様の御参加を心よりお待ちしておりま
す．
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【2022年度CCS研活動計画】
●第一種研究会
2022年 6月9，10日 CCS/NLP共催研究会@大阪大学（ハイブリッド開催）
2022年 8月初旬 CCS/IN 併催研究会@北海道大学（ハイブリッド開催）
2022年 11月（中旬予定） CCS研究会@伊勢（ハイブリッド開催）
2023年 3月（予定） CCS研究会@北海道（ハイブリッド開催）

●大会・国際会議
2022年 6月11日 NOLTAソサイエティ大会@大阪大学（ハイブリッド開催）

【CCS研Webサイト】 http://www.ieice.org/nolta/ccs/
眞田耕輔（正員）
平成23年 3月千葉大学工学部情報画像工学科卒

業．
平成24年 9月千葉大学大学院融合科学研究科博

士前期課程修了．
平成27年 9月千葉大学大学院融合科学研究科博

士後期課程修了．
平成 25 年 4 月～平成 27 月 9 月日本学術振興

会特別研究員（DC1）．
平成27年10月～平成28年2月日本学術振興会特別研究員（PD）．
平成28年3月～三重大学大学院工学研究科電気電子工学専攻助教．

■情報セキュリティ研究会（ISEC）
情報セキュリティ研究会（ISEC）は，安心安全なディジタル化社会を実現する上で必要となる情報セキュリティの研究発表の

場として，第一種研究会，第二種研究会（WCIS），国内シンポジウム（SCIS），及び国際会議（IWSEC）を主催・共催していま
す．
第一種研究会は 5月，7月，11月，3月の開催を予定しています．5月の研究会では，国際会議で発表をした修士課程学生
を中心とする若手研究者をお招きし，最新の成果を講演して頂いています．5月以外は関連研究会と共催しています．
第二種研究会WCIS（暗号と情報セキュリティワークショップ）は，SCIS のプレイベントという位置づけで，2019 年度に
開始した研究会です．暗号理論，コンピュータセキュリティに関するトップカンファレンスでの発表者をお招きし，最新の研究成
果を紹介して頂いています．この 2年間はオンラインでの実施ということもあり，海外在住の日本人研究者にも講演して頂くこ
とができました．今年度も9月の開催を予定しています．
国内シンポジウム SCIS（暗号と情報セキュリティシンポジウム）は 1984 年から毎年 1月に開催しているシンポジウムで，
今回が記念すべき40回めの開催です．参加者900人以上，発表件数300件以上を誇る情報セキュリティにおける国内最大規
模の研究集会であり，最新成果を知ることができます．
国際会議 IWSEC（International Workshop on Security）は，2006年から毎年日本で開催しているセキュリティ国際会議
です．2022年は8月31日からの開催を予定しています．
このように ISEC は様々な形式での研究集会を開催しています．皆様のご参加をお待ちしています．なお2022年度について

~は，開催場所が変更になる可能性があります．最新の情報は ISEC のWeb ページ（https://www.ieice.org/~isec/）を参照く
ださい．

國廣 昇（シニア会員）
1996 東大・工・計数工学専攻修士課程修了．
1996 日本電信電話株式会社入社．電気通信大学，
東京大学を経て，現在，筑波大学システム情報系教
授．暗号理論，特に，公開鍵暗号の安全性評価の研
究に従事．平成 21 年度本会論文賞を受賞．博士
（工学）．2022年度 ISEC 専門委員長．情報処理学
会会員，IACR会員，IEEE会員．

■情報理論（IT）
情報理論（IT）研究会は，情報理論に関連する分野を取り扱う研究会です．情報理論は 1948 年にクロード・E・シャノンに
よって創始された情報通信のための基礎理論でしたが，現在では，通信のための符号化をはじめとする数理的研究のみならず，近
年注目を集めている機械学習に関する理論，情報セキュリティ，信号処理，量子情報理論など，幅広い研究分野をカバーしていま
す．
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本研究会は，情報理論とその応用サブソサイエティ（SITAサブソ）傘下にある唯一の研究会ですが，年4回開催している研究
会では，情報理論と関連の深いほかの研究会との共催も多数実施しております．具体的には，5 月は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），1月は無線通信システム研究会（RCS）と信号処理研究会（SIP），3月は情報セ
キュリティ研究会（ISEC），ワイドバンドシステム研究会（WBS），高信頼制御通信研究会（RCC）との共催となっています．
7月の研究会は唯一の単独開催ですが，ここではフレッシュマンセッションを設けており，学会デビューを飾る学生さんを対象
とした貴重な発表の場となっています．
SITAサブソでは，IT 研究会で優秀な研究発表を行った学生に対して学生優秀発表賞を授与する制度を設けています．研究会で
の発表を足がかりに研究を進め，SITAサブソが主催するSITAシンポジウムや国際会議である ISITA で研究発表を行う学生さん
や若い研究者も数多く生まれています．
IT 研究会ではその歴史の中で，研究分野やキャリア，所属を越えてフランクに議論や意見交換が行われる文化が醸成されてき
ました．研究会の場はもちろんのこと，懇親会の場でも活発な情報交換が行われてきました．ここ 2年間はオンライン開催のみ
で，対面での懇親会も行われることがなかったため，物足りない思いを抱いている方も多かったと思います．今後はハイブリッド
開催をメインとして，いずれは従来のように若手やベテランが入り交じって活発な討論が行える場が取り戻されることを目指して
いければと考えています．
今年度の開催予定は以下のとおりです．
2022年 5月17日・18日 岐阜大学（EMM研究会との共催）
2022年 7月21日・22日 岡山理科大学（フレッシュマンセッションを含む）
2023年 1月24日・25日 前橋テルサ（RCS研究会・SIP 研究会との共催）
2023年 3月［日程・会場未定］（ISEC研究会・WBS研究会・RCC研究会との共催）

情報理論及びその関連分野に関心をおもちの多くの方のご参加をお待ちしております．
小嶋徹也（シニア会員）
1997北大大学院工学研究科博士後期課程了．博

士（工学）．1997 電気通信大学大学院情報システ
ム学研究科・助手，2001東京工業高等専門学校情
報工学科・助手，2005 同・助教授，2014 同・
教授．系列生成，情報ハイディング，情報理論応用
などの研究に従事．IEEE会員．

■信号処理研究会（SIP）
信号処理は電子情報通信工学を支える学際分野です．そこで，研究専門委員会に五つのグループ（数理，画像，学習，音声・音
響，通信）を設置して，適宜他研究会と協力しながら活動しています．
研究会は年に 5回開かれ，それぞれ特徴のある構成となっています．1月は通信関連，3月は音声・音響関連，5月は画像関
連の研究会と共催し，関連分野との学際的な議論の場を提供しています．6月はサブソサイエティの研究会が一堂に会する場に
なっています．特筆すべきは 8月の研究会で，各グループから選出された若手の研専委員に招待講演の機会を提供し，本分野の
人材育成及び活性化につなげています．また，全ての研究会は IEEE SPSの Tokyo Joint Chapter，APSIPAの Japan Chap-
ter が協賛しており，海外からの招待講演を折り込むなど，国際化にも力を入れているのが特徴です．
更に毎年11月には（2022年は12月），第二種研究会として「信号処理シンポジウム」を開催しています．国内外からの招
待講演をはじめ，毎年100件前後の研究発表で構成されており，大いに議論が盛り上がります．本年は12月 13日～15日に
新潟で開催します．2年ぶりの対面実施です．今からとても楽しみです．皆様もぜひご参加ください．
工学・情報学におけるデータの重要性はますます高まっています．センサの信号を的確なディジタル情報に変換し，特徴をしっ
かりと掴むための信号処理技術の重要性はますます高まっているといっていいでしょう．ぜひ皆さんも信号処理研究会にお越しく
ださい．

田中聡久（正員）
2002 東工大・博士（工学）．2002～2004 理

化学研究所脳科学総合研究センター，2004より東
京農工大学．現在，同大学工学研究院・教授．生体
信号情報学の研究を推進する．IEEE シニア会員，
APSIPA 副会長．2017 より JST CREST 人工知
能領域で研究代表者を務める．
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■ワイドバンドシステム研究会（WBS）
ワイドバンドシステム研究会（WBS）の歴史は大変長く，前身のスペクトル拡散研究会（SST）の時代を含め，設立から35
年が経過しています．3Gの CDMAへの応用で広く商用展開されたスペクトル拡散通信の研究成果を議論する場として 1980
年代後半に設立され，スペクトル拡散通信の特徴である広帯域通信を軸に，時代の要請に応じて研究テーマを広げてきました．広
帯域無線通信の基礎的・基盤的技術に関する研究を後押しすることで，中長期的に産業の発展に貢献することを目標としていま
す．
現在，世界各国で 5Gのサービスが開始され，その特性を活かした関連サービスの提供も始まりました．Beyond 5G/6G に

向けた検討も始まった今，基盤技術となったAI や IoT 技術も利用した，新しい形のスマートな ICT 社会の到来を技術面から支え
られるように多方面からの準備が必要です．WBS 研究会では，情報理論及び信号処理をベースとして，スペクトル拡散通信，
OFDM，UWBなどの広帯域無線通信システム，符号化，光無線，センシング，無人航空機（UAV）応用，自動運転・高度道路
交通システムなど，幅広い研究分野を取り扱っています．
WBS研究会は，隣接研究分野を所掌する他研究会との連携を深める目的で，高信頼制御通信研究会（RCC），衛星通信研究会

（SAT），ヘルスケア・医療情報通信技術研究会（MICT），ITS 研究会（ITS），情報理論研究会（IT），情報セキュリティ研究会
（ISEC）などと共催研究会も開催しています．また，WBS研究会では，学生や若手研究者の皆さんの優れた研究成果を称える目
的で，WBSポスターセッション学生奨励賞，WBSオーラルセッション研究奨励賞，WBS研究活動奨励賞選奨，WBS英文小
特集号学生論文奨励賞を授与しています．これまでの受賞者の中には現在第一線で活躍している研究者も多く，本研究会の発表の
場が人材育成の観点でも重要な役割を果たしていることが分かります．研究成果の発表を通して様々な専門分野の研究者と交流
し，新たな知見や課題を発掘し，研究の更なる深化を図ることのできる場となるように活動しておりますので，皆様のご参加を心
よりお待ちしております．

庄納 崇（シニア会員）
慶應義塾大学理工学部電気工学科卒．慶應義塾大

学大学院理工学研究科博士課程修了（工学博士）．日
本電信電話株式会社・NTT 未来ねっと研究所を経
て，インテル株式会社にて 802.11n，UWB，Wi-
MAX などの無線システムの標準化に従事した後，
インテル・コーポレーション（米国本社）に赴任し，
無線技術の研究開発を行う．現在，インテル・コー

ポレーションにおけるコネクテッド・プラットフォーム・ビジネス開発の
ディレクター，及び，インテル株式会社の業務執行役員として，アジア地
域における LTE/5G コネクテッド PCの事業開発や 6Gの検討などを行
う．これまで，WiMAX フォーラム日本オフィス副代表，IEEE 802.16
WG ITU-R リエゾングループ議長，電子情報通信学会ワイドバンドシス
テム研究会委員長，その他多くのモバイル関連の総務省委員会作業班構成
員などを務め，電子情報通信学会学術奨励賞，電気通信普及財団テレコム
システム技術賞，WiMAX Forum Recognition Award などを受賞．日
米登録特許 10 件．電子情報通信学会シニア会員，IEEE Senior Mem-
ber．九州大学客員教授（2016～2017）．高知工科大学客員教授
（2021～）．

■高信頼制御通信研究会（RCC）
高信頼制御通信研究会（RCC研究会）では，高信頼性を有する動的システムを構成するための理論と応用に，通信と制御の観
点からアプローチしています．特に，通信，制御，システム，データ科学，産業応用の研究者が一堂に会する我が国でもユニーク
な研究グループとなっています．
本研究会は 2020 年度に発足 10周年を迎えました．そこで，2021 年 3月の総合大会では「高信頼制御通信の未来」と題
し，本研究会を支えてきた若手研究者6名で，研究会の10年を振り返り，未来を議論しました．また，2022年 3月の総合大
会では，「高信頼制御通信への期待」と題し，本研究会との関わりの深い講演者を産業界からお招きし，次の10年に向けて，産
業界からのニーズを整理しました．
今年度も，通信と制御の英知を結集するとともに，本研究会へのご期待をエネルギーに換え，高信頼制御通信のニューフロン
ティアへ挑戦していきます．

2022年度研究会予定：(1）5月25～27日
（2）7月13～15日
（3）12月
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（4）2023年 3月

Webページ：https://www.ieice.org/ess/rcc/
東 俊一（正員）
2004東工大・大学院情報理工学研究科博士後期

課程修了．その後，日本学術振興会特別研究員，京
都大学大学院情報学研究科助手，助教，准教授を経
て，2017名古屋大学大学院工学研究科教授．シス
テム制御理論とその応用の研究に従事．

IEICE Fundamentals Review Vol.16, No.1 29



東北大学青葉山キャンパスだより

藤掛英夫（東北大学）
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本年のソサイエティ大会は，2022年 9月 6日（火）から9日（金）まで4日間の日程で，東北大学で開催される予定でし
たが，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，オンライン開催に変更されました．本稿では，本学会の研究分野に関連が
深い東北大学の青葉山キャンパスを紹介します．

東北大学と青葉山キャンパス

東北大学は，1907年に3番めの帝国大学として創設され，現在では総合大学として10の学部，18の大学院研究科，6の
附置研究所を擁します．本学は「研究第一」，「門戸開放」の理念を掲げ，「実学尊重」を精神としており，例えば「門戸開放」
に基づき，日本で最初の女子学生が誕生し，最近では積極的な留学生の受け入れにより国際化を加速しています．また「研究第
一」と「実学尊重」のモットーの下に，金属材料研究所や電気通信研究所などの名高い研究施設もあります．
本学会に関連が深い電気・情報系の研究教育は歴史が古く，その始まりは電子を信号として活用する弱電分野の開拓を標榜し
た経緯があり，通信分野の研究に先駆けて着手し，今日の社会生活に欠かせない様々な先進技術を創出してきました．その成果
としては，無線技術の礎となったテレビ受信用の指向性超短波アンテナ（八木・宇田アンテナ），携帯電話に欠かせない高周波
用ダイオード（PIN構造），高速・大容量通信を実現した光通信3要素（フォトダイオード，半導体レーザ，光ファイバ），ハー
ドディスクの垂直磁気記録方式，電子レンジに活用される高効率マイクロ波発振器（分割陽極マグネトロン）の創出などがあ
り，枚挙にいとまがありません．
東北大学は，仙台市内に四つのキャンパスを構えており，その中の青葉山キャンパスは，北キャンパス，東キャンパス，新
キャンパスの3地区に分かれています．本学会に関わりが深い工学研究科・工学部は，東西に延びた東キャンパス地区にあり，
各工学分野の学科・専攻の建築物群が，緑地・植樹を介して連なっています．2011年の東日本大震災では，工学研究科の施設
も被害を受け，高層階の建屋が大きく損壊しましたが，皆様のご支援で全て再建できました．ちなみに，大震災で大学施設・設
備が被害を受けたとき，“Quake shakes Japan’s science”という記事がNature 誌に掲載されて，被害状況が紹介されまし
た．キャンパスのユーティリティとして，東キャンパス地区の中央には工学専門の図書館があります．また，広大な青葉山キャ
ンパスでは各地区に大食堂が設置されており，東キャンパス地区にも生協の中央食堂や売店・書店があります．東部には，コン
ビニや東北大学植物園入口があります．
東キャンパス地区では，大きくて立派なケヤキ（宮城県の県木）の並木道路が中心を貫くように通っていて，若葉萌える春，
紅葉映える秋，雪化粧を装った冬など，四季で移ろう景色がとてもきれいです．それ以外にも，多様な木々・四季の花々が目を
和ませてくれます．緑に富んだ自然環境は，難しい研究課題でヒートアップしていても，いやし効果を与えてくれます．
本学会の研究分野に特に関連が深いのは，東キャンパス地区のほぼ中央に位置する電気情報物理学科です．震災で損壊した電
子情報システム・応物系1号館は2014年に復興しました．その中庭には，1995年に IEEE マイルストーンに認定された八
木・宇田アンテナを開発した八木秀次先生の銅像が設置されていて，学生を優しく見守っています．卒業記念の撮影スポットと
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青葉山キャンパスから仙台の市街地，更に仙台湾を望む 四季で彩りが変わる青葉山キャンパスの並木



しても人気です．更に，玄関先には，現在でも電磁両立性（EMC）や電波天文の観測などに活用されている超広帯域アンテナの
原理（自己補対構造）の IEEE マイルストーン認定（2017年）に関する記念碑が設置されています．そのほかにもエントラン
スホールには，現在の情報化社会の発展に貢献した様々な研究成果（主に電気・通信・電子工学，情報科学，医工学，応用物理
学分野）が展示されており，当会マイルストーンや電気学会でんきの礎の認定などが紹介されています．

青葉山への交通案内と周辺情報

東北大学のある仙台市は，東北地方を貫く奥羽山脈を背にして，北上高地と阿武隈高地の切れ目の平野にあり，太平洋（仙台
湾）に臨んでいます．東北唯一の政令指定都市でありながら，青葉山・広瀬川などの自然環境に恵まれ，市街地も並木などの植
樹が多く，都市と緑が見事に調和していることから「杜

もり

の都」と呼ばれます．仙台市の玄関である JR 仙台駅までは，JR 東京
駅から東北新幹線のぞみに乗って約90分です．北海道や名古屋以西の地域からは，仙台空港（仙台空港アクセス線で空港から
JR仙台駅まで最短17分）を利用される方が多いようです．ちなみに仙台駅から日本三景で知られる松島までは，JR仙石線で
30分です．また，東北三大祭りである七夕祭りは，例年8月の初旬に仙台市中心街で開催されます．仙台グルメとしては，肉
厚の牛タン，生マグロの寿司，漬け丼，ほや料理，セリ鍋，ずんだ餅，笹かま，名産米の純米酒などがお勧めです．
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震災から復興した電子情報システム・応物系 1号館と八木先生の銅像

青葉山キャンパスへの交通アクセス



東北大学の青葉山キャンパスは，仙台市街地から数 km離れており，青葉山と呼ばれる広大な丘陵群にあります．観光地とし
て人気のある仙台城址（伊達政宗公騎馬像で有名）も山続きです．青葉山キャンパスへの交通については，キャンパス内に地下
鉄の青葉山駅があり，JR 仙台駅から乗り換え不要の直通です．JR 仙台駅で仙台市営地下鉄東西線の八木山動物公園行きに乗
り，わずか9分の乗車時間で青葉山駅に着きます．ちなみに一つ前の川内駅で降りると，青葉山の登り口である川内キャンパス
です．青葉山への道路はきつい登り坂のため，徒歩はお勧めできません．地下鉄・バス以外であれば，学生はオートバイや電動
アシスト自転車で，教員は車で通う人が多いようです．また東キャンパス地区内の移動は徒歩が基本ですが，広いため東北大学
青葉山連絡バス（現在，コロナ感染防止のため休止中．大学公式サイトで要確認）や，（便数は少ないですが）ケヤキ並木の道
路を走る仙台市営バス 10系統「八木山動物公園駅-青葉台」を利用することができます．細長い東キャンパス地区に沿って存
在する市営バスの停留所はなんと四つもあります．
仙台市街地から青葉山に駆け上がる地下鉄東西線は，2015年に開通しており，新しい路線です．これにより青葉山の交通事
情は一変しました．東西線は，低地の市街地と丘陵地の間の急勾配を克服するため，鉄輪式リニアモータカー方式が採用されて
おり，更に急カーブと狭いトンネルに対応できるようにコンパクトな車両（ミニ地下鉄）が用いられています．磁気で浮上して
いませんが，電磁石の力で推進するため，動力を伝える駆動輪がなく加重を担う従輪のみで，車内はかなり静かです．青葉山
キャンパスの要にある青葉山駅のホームは，線路の高低差を緩和するため深いところに作られていて，なんと地下6階にありま
す．長いエスカレータの乗り継ぎがあるため，電車から教室への駆け込みはできません．この地下鉄は，一級河川で蛇行が美し
い広瀬川や断崖を伴う渓谷を橋梁で渡ったり山林を通り抜けたりするため，登山鉄道の趣きのある地下鉄としても知られます．
その沿線には，東北大学や JR仙台駅のほかにも，国際会議場，博物館，美術館，植物園，動物園，大規模公園，河川敷遊歩道，
ショッピングモール，朝市，場外市場，城跡，古寺，日帰り温泉など，文教・商業・娯楽・観光施設がたくさんあります．来仙
する機会がありましたら，このユニークな地下鉄もぜひご利用ください．

藤掛英夫（正員：フェロー）
1985 東北大学大学院修士課程修了．同年NHK入
局．1988放送技術研究所に所属．2002同研究所
主任研究員．2006東京理科大学客員教授．2012
より東北大学教授となり，現在に至る．その間，液
晶ディスプレイ，フレキシブルディスプレイ，動画
ホログラフィ，撮像用光学可変フィルタ，無線通信
用液晶移相器，分子配向を活用した有機エレクロニ

クスデバイス，高精度ナノインプリント技術などの研究に従事．2001
および2017に当会論文賞，2003および2009に映像情報メディア
学会丹羽高柳論文賞，2001，2015 および 2020 に液晶学会論文賞
（A 部門），2001 に照明学会論文賞の各賞を受賞．また，2022 に当
会，2018 に映像情報メディア学会，2017 に日本液晶学会の各業績
賞を受賞．2010 に当会電子ディスプレイ研究会委員長．2012 に
IEEE Consumer Electronics Society Japan Chapter Chair．
2014に日本液晶学会副会長．2021に国際会議 IDW（International
Display Workshops）組織委員長．博士（工学）．当会，映像情報メ
ディア学会，応用物理学会の各フェロー．
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青葉山キャンパスをインタラクティブに紹介するWeb ページ



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3年度フェロー称号

令和3年に新たにフェロー称号を贈呈された方は学会全体で26名でした．ここでは基礎・境界ソサイエティ
推薦及びNOLTAソサイエティ推薦でフェローになられた4名の方を御紹介します！
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岡本英二
「非線形信号処理による移動通信システムの性能向上に関する研究」

Q．フェローになられた御感想をお聞かせ下さい．
長年にわたりお世話になっている電子情報通信学
会よりこのような名誉ある称号を頂き，大変光栄に
存じております．これまでご指導を頂きました先生
方，企業や研究機関の研究者の皆様，NOLTAソサ
イエティ，基礎・境界ソサイエティの皆様に深く感
謝申し上げます．

Q．現在，御興味を持たれている研究テーマを教え
て下さい．
移動通信システムでは現在第6世代（6G）の研
究開発が進んでおりますので，今後のサイバーフィ
ジカル空間構築を支える 6G システムに寄与でき
る，非線形信号処理を基盤とした実用化技術を開発
したいと考えております．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
NOLTAソサイエティ，基礎・境界ソサイエティの優れた研究成果を勉強しながら，国際標準化技術として採用され世界中の携
帯電話ユーザに使ってもらえるような新しい通信技術を様々な外部組織の方とともに開発し，新しい安心安全便利な生活様式を実
現することを目指します．

Q．若い研究者の方へメッセージをどうぞ！
大変僭越なのですが，特に若い方にとって息苦しい昨今の研究業界において，世間が求める数値などの短期的結果も重視しつ
つ，ご本人が楽しいと思える長期的視野のコア研究要素を確保し続けれられるといいなと願っております．
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小川一人
「コンテンツ配信・放送サービスを向上させるセキュリティ技術の研究」

Q．フェローになられた御感想をお聞かせ下さい．
光栄至極に存じます．これまで多くの方々に支えられ，研究活動を続けてくることができました．私のような輩がこのような名
誉ある称号を頂けたことは，これらの多くの方々のおかげであると思っております．この場を借りて御礼申し上げます．
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受賞者の声

Q．現在，御興味を持たれている研究テーマを教え
て下さい．
高機能暗号と呼ばれる従来の暗号では困難であっ
たり，効率的な処理が行われなかったことを可能に
したり，効率的にする暗号が多く提案されていま
す．これらを利用することで多くのセキュリティ機
能が効率的になることが期待されています．この高
機能暗号にどのような可能性があり，必要な高機能
暗号がどのようなものがあり，どのように利用すれ
ば便利なセキュリティ機能ができるかを示していき
たいと考えています．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
私の主たる研究は，暗号・情報セキュリティです
が，情報セキュリティ技術の研究は終わることがな
くていいね，とよく言われます．その理由は，情報
を正しく利用しない人が常にいるから，とのことで
す．このような研究が必要である社会は，どこかに歪みがあると思っています．完全な情報セキュリティ技術を創造するととも
に，このような歪みをなくし，暗号や情報セキュリティ技術の研究開発が不要となるような社会の実現に向けて，私にできること
を一つずつ行っていきたいと思っています．

Q．若い研究者の方へメッセージをどうぞ！
信念をもって続けること．誰に何を言われても，くじけない信念こそが，何かを極める秘訣だと思います．自分がその境地に達
していないため，悔しい思いをすることが多々あります．若い研究者に限らず，私を含む全ての研究者が，自分の研究に意地と誇
りをもって頂きたいと思います．
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梶川嘉延
「アクティブノイズコントロールに関する先駆的研究」

Q．フェローになられた御感想をお聞かせ下さい．
私を育てて頂いた学会から，このような名誉ある称号を頂くことができ，まさに感無量です．企業において対象となった研究を
始めるきっかけを与えて頂いた恩師の方々や大学に戻ってから本研究の継続をご支援頂いた恩師の先生をはじめ，これまでお世話
になった多くの方々に深く御礼申し上げます．更に，本研究を推進してくれた研究室の学生さんには本当に感謝しています．彼ら
の助力なしに本称号を授与されることはなかったと思います．

Q．現在，御興味を持たれている研究テーマを教えて下さい．
私の研究室では音をテーマに様々な研究を展開しています．全てのテーマのベースとなるのは信号処理です．信号処理の分野は
私が研究を始めた頃からかなり様変わりし，進展してきていますので，現在展開している音に関する研究テーマに適用するための
ベースとなる信号処理アルゴリズムなどの再検討を行いたいです．また，フェロー称号を授与頂いた研究テーマに関しては機械学
習の導入がまだまだ行われていないことから，そのような研究も学生さんの力を借りて進めているところです．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
今後も 15年以上大学での教育・研究に携わっていくことになりますので，学会活動と学内役務をバランスよくかつ精力的に
行っていき，少しでも所属組織や関連学会の発展に努めていきたいと思います．若い頃に学会での発表をきっかけに多くの方々と
知り合い，いろいろと刺激を頂いたことで今日の私があると思っていますので，そのような場を継続的に活性化することは責務の
一つと考えています．また，学生の育成にもこれを機会に再度，力を入れていきたいと思います．特に国際的な学会活動を通じて
所属組織の国際力強化を検討するようになった経緯もありますので，そのような観点も含めた学生の育成に注力したいと思いま
す．
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Q．若い研究者の方へメッセージをどうぞ！
自身の若い頃を振り返ると結構無駄なことや間違った方向に力点をおいて研究やそれに伴う活動を行ってきたと思います．です
が，そのような試行錯誤を繰り返し，かなり回り道をしましたが，現在の自分はその積み重ねの上にあると思っています．効率的
に進めることだけが本当によいかどうか，特に研究者では分からないと思いますので，ぜひ遠回りでもよいのでいろいろとチャレ
ンジして頂きたいと思います．また，私はこれまで運だけでやってきたところが多々あるなと思っています．運は人とのつながり
や巡り合いによってよくなると思っています．ですので，学会活動はもちろん，趣味やボランティアの活動などを通じて多くの人
とつながりをもつようにして頂ければと思います．

写真 1 研究室の夏合宿で学生と

写真 2 メンターのS.M. Kuo 教授（中央）と親友のW.-S. Gan
教授（右から 2人目）との共著論文の授賞式で

写真 3 尊敬する研究者の S. J. Elliott 教授（中央）と共同研究
者であり友人であるC. Shi 准教授と

写真 4 アクティブノイズコントロールの実験準備の様子

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

田中 聡
「移動体通信端末用RFアナログデジタル混載回路技術の先駆的研究」

Q．フェローになられた御感想をお聞かせ下さい．
大変光栄です．紆余曲折ありながら，ページャー用，PHS（personal handyphone system）用，携帯電話用と一貫して移

動体通信端末のRF回路技術，RFアナログディジタル混載回路技術に関連するテーマで研究・開発を進めてこられたおかげだと
思います．
ご指導を頂いたり，一緒に仕事を進めてくださった，先輩・同僚・後輩の皆様のおかげと思い感謝しております．またお世話に
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なった“回路とシステム研究会（CAS）”の皆様にも深謝いたし
ます．
https://www.ieice.org/ess/cas/

Q．現在，御興味を持たれている研究テーマを教えて下さい．
現在は携帯電話端末に用いる電力増幅器の研究・開発を進めて
います．
携帯電話用の電力増幅器は歴史のある技術分野ですが，携帯電
話の進化とともに，常に新しい課題が生まれ，今でも新鮮な驚き
の多い分野です．
新規な回路の提案も重要ですが，スタンダードなRF回路技術
のスキルアップも負けずに重要で，奥の深いテーマだと思ってい
ます．

Q．今後の抱負をお聞かせ下さい．
RF 回路設計の基盤技術の確立に貢献できるよう，これからも
尽力させて頂きたいです．

Q．若い研究者の方へメッセージをどうぞ！
自分のもっているアイデアと，工業的に要求される仕様のバラ
ンスをうまくとるのが重要と考えます．多くのアイデアを発案し，自分でそれをボツにすることを繰り返していると，よい技術の
提案ができるようになります．
一度ボツにしたアイデアがあとで復活することもあるので，その点はご注意ください．楽しんでいろいろ悩んで頂けるとよいと
思います．
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令和3年度 学術奨励賞

令和3年度は基礎・境界ソサイエティ及びNOLTAソサイエティでは6名が学術奨励賞を受賞されました．
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀

岩田 和磨
（東京農工大学）

“スパース制約を用いたグラフブラインド逆畳込み”(1)
このたびは，学術奨励賞という名誉ある賞を賜り，大変光栄に存じます．今回の受賞は，日

頃から熱心にご指導頂きました田中雄一先生をはじめ，研究についてご助言頂いた研究室のメ
ンバーのお陰です．この場をお借りして心より御礼申し上げます．受賞論文では，グラフ上の
拡散信号から信号源の位置を推定する問題を提案しております．この賞を励みに，社会人とし
てもより一層努力していく所存です．このたびは，誠にありがとうございました．

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

御宮知佑磨（関西大学） “赤外線レーダを用いた曲面リフレクタコード認識方式における信頼性
向上と情報量増加の一検討”(2)
このたびは，栄誉ある学術奨励賞を賜り，大変光栄に思っております．日頃から熱心にご指

導を頂いております関西大学の和田友孝教授，研究室の皆様，及び卒業された先輩方あっての
ことであり，心より感謝申し上げます．また，発表の場を用意してくださいました学会関係者
の皆様には心からお礼申し上げます．受賞対象論文は，曲面リフレクタコード認識方式におけ
る信頼性向上と情報量増加を提案したものです．今回の受賞を励みに，より一層の努力を重ね
ていく所存です．このたびは，誠にありがとうございました．

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

齋藤 吏（東京都市大学）“ヒステリシスリザバー素子の時定数が与える影響”(3)
このたびは学術奨励賞という名誉ある賞を賜り，大変光栄に存じます．本研究を進めるにあ

たり，日頃から熱心にご指導くださった神野健哉教授をはじめ，審査ご支援頂きました電子情
報通信学会員の皆様，そして学会で研究議論して頂きました諸先生方に，心より感謝申し上げ
ます．
受賞論文では，ヒステリシスリザバーコンピューティングを提案し，パラメータである時定

数の影響について検討しました．今回の受賞を励みに，より一層研究活動に邁進していく所存
です．このたびは誠にありがとうございました．

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀
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嶋田 啄真（同志社大学）“頚動脈波波形による脳動脈閉塞の判別手法の検討”(4)
今回はこのような名誉ある賞を頂き，大変光栄に存じます．普段から熱心に研究指導頂きま

した同志社大学の松川真美教授，大崎美穂教授，奈良県立医科大学の小林恭代先生，斎藤こず
え先生，国立病院機構大阪医療センターの山上宏先生に，この場をお借りして心から感謝申し
上げます．受賞研究では，頚動脈波波形による脳動脈閉塞の判別手法の検討を行いました．今
回の受賞を励みに，より一層努力を重ねる所存です．このたびは誠にありがとうございまし
た．

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

唐 正強（岡山理科大学）“回転式 LED送信機を用いたイメージセンサ通信における Alamouti
型時空間符号化のためのデータ受信可能範囲の判定法”(5)
このたびは学術奨励賞という名誉ある賞を頂き，大変光栄に存じます．この場をお借りし

て，日頃から熱心にご指導頂いている山里敬也先生，荒井伸太郎先生，共同研究者の皆様，そ
してワイドバンドシステム研究会の先生や関係者の方々や，通信学会の基礎・境界ソサイエ
ティの関係者の皆様に心より感謝申し上げます．受賞論文では，回転式 LED送信機を用いた
イメージセンサ通信において，Alamouti 型時空間符号化のデータ受信範囲の判定手法を提案
しました．本賞を励みに今後も研究に邁進して参りますので，ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします．

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

渡辺 大詩
（KDDI 総合研究所）

“多元 LDPC 符号における深層学習を用いた Bit Reliability Based
復号に関する一検討”(6)

“多元 LDPC 符号における深層学習を用いた Full Bit Reliability
Based 復号に関する一検討”(7)
このたびは，学術奨励賞という名誉ある賞を頂き，大変光栄に存じます．審査ご支援頂きま

した電子情報通信学会の専門委員の皆様，また日頃からご指導頂きました皆様にこの場をお借
りして心からお礼申し上げます．受賞対象論文では，多元 LDPC 符号の Bit-Reliability
Based 復号に深層学習を適用した手法について検討いたしました．今回の受賞を励みに，今
後も無線インタフェースへの深層学習の適用技術の確立を目指して更に研究活動に邁進する所
存です．このたびは，誠にありがとうございました．
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学術奨励賞対象論文
(1) 岩田和磨，スパース制約を用いたグラフブラインド逆畳込み，2021信学総大，A-8-16, March 2021．
(2) 御宮知佑磨，赤外線レーダを用いた曲面リフレクタコード認識方式における信頼性向上と情報量増加の一検討，2021 信

学総大，A-13-4, March 2021．
(3) 齋藤 吏，ヒステリシスリザバー素子の時定数が与える影響，2021信学ソ大，N-1-9, Sept. 2021．
(4) 嶋田啄真，頚動脈波波形による脳動脈閉塞の判別手法の検討，2021信学総大，A-4-3, March 2021．
(5) 唐 正強，回転式 LED送信機を用いたイメージセンサ通信におけるAlamouti 型時空間符号化のためのデータ受信可能範

囲の判定法，2021信学総大，A-9-4, March 2021．
(6) 渡辺大詩，多元 LDPC符号における深層学習を用いたBit Reliability Based 復号に関する一検討，2021信学総大，A-

2-4, March 2021．
(7) 渡辺大詩，多元 LDPC符号における深層学習を用いた Full Bit Reliability Based 復号に関する一検討，2021信学ソ大，

A-2-3, Sept. 2021．
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開催案内

第35回 回路とシステムワークショップ開催案内

https://www.ieice.org/ess/kws/

実行委員長 小中 英嗣（名城大学）

第 35回「回路とシステムワークショップ」を 2022年 8月 19，20日にハイブリッド（北九州国際会議場＋
オンライン）で開催いたします．本ワークショップは，回路とシステムに関連した研究者と技術者が集い，そ
れぞれの専門分野のみならず境界領域の課題解決と将来の研究分野の探求を目的としています．本年のワーク
ショップで予定しておりますご講演の一部を以下にご紹介いたします．多くの皆様のご参加をお待ちしており
ます．

特別招待講演

スポーツにおけるデータアナリティクスの変遷と今後の方向性
加藤 健太（データスタジアム）

【講演概要】
チームスポーツの世界では競争優位を獲得するためのデータアナリティクスが行われており，それは
データ取得のスピードと範囲の向上とともにその領域を拡大してきた．特に，選手の位置データが取得
されるようになったスポーツでは，選手個人のアクションだけではなくそれに付随するチーム全体の戦
術的な動きまでがアナリティクスの対象になっている．本セッションではこれまでの流れを汲みつつ，
今後どのようなアナリティクスが求められてどう活用されていくのかについて，最近の事例も交えて紹
介する．

招待講演

ランキンサイクルの小型化への挑戦
田中 勝之（日本大学）

【講演概要】
IoT機器の持続的で独立した電源の提供するため，IoT機器に搭載するサイズで，その周辺の熱源を利用
したランキンサイクル発電機を開発を行ったプロジェクトを紹介する．なおプロジェクトは，講演者と
同じ学部所属で，精密機械工学科から 2名，機械工学科から 1名，電気工学科から 1名の計 4名であっ
た．コアとなる膨張機はMEMSで製作された衝動型タービンであり，発電機と一体型で，過去に圧搾空
気で開発したものを有機物の作動流体で稼働させるものであった．有機物には，周辺の低品位な熱源を
利用することを前提として，沸点が 40℃弱のものを採用した．残念ながら，ランキンサイクルの構成要
素である加圧ポンプや熱交換器のMEMS技術による開発は時間切れとなったが，それらのラボサイズで
の研究と今後の課題を明らかにしたので，それらを含めて紹介する．

AI 機械学習時代のスパースモデリング
仲地 孝之（琉球大学）

【講演概要】
IoT，AI時代の到来とともに，あらゆるディジタルコンテンツが質量ともに増え続けている．その中で
スパースモデリングは大量のデータの中に隠れている有為な情報を抽出する情報処理モデルとして注目
されている．スパースモデリングは膨大なデータのほとんどの要素をスパースと考え，非ゼロ要素に着
目することで重要な要素を抽出する．深層学習に対して，1）少量データでの学習，2）低い演算量，3）
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説明可能な AIなどの側面ももつ．本講演では，スパースモデリングの機械学習の側面に焦点をあて，
エッジ AIとしての利用を見据えたスパースモデリングについて紹介する．

グラフ信号処理とその応用
田中 雄一（東京農工大学/JSTさきがけ）

【講演概要】
グラフ信号処理は，信号の定義域をネットワーク（グラフ）の頂点上にもつ信号（グラフ信号）を解析
するための信号処理技術の一群であり，様々なネットワーク上のデータ解析に対する応用が期待できる
と同時に，その理論的な面白さも手伝って，近年大きく発展している信号処理のホット・トピックであ
る．本講演では，グラフ信号処理の導入とともに，最近の研究動向に関して解説する．

構造型情報処理基盤の確立を目指して
劉 載勲（東京工業大学）

【講演概要】
深層ニューラルネットワークの登場により，情報処理方式は，命令列を順次実行していくコントロール
フロー志向のノイマン型から，構造そのものが情報処理の主体となるデータフロー指向の非ノイマン型
への変化を求められている．本講演では，深層ニューラルネットワークの最新アクセラレータを題材と
し，構造型情報処理基盤における要求と，今後の技術展開を展望する．

CGRAの JIT コンパイル化と高機能化の魔法教えます
中島 康彦（奈良先端科学技術大学院大学）

【講演概要】
CGRAは FPGAの粒度が粗いだけと思っていませんか．コンパイルにとても時間がかかるし，タイミン
グ保証もできないから製品に使えないと思っていませんか．FPGAから入るとそうなってしまいますが，
CGRAの入り方は一つではありません．本講演は，学生時代に関わった VLIWを源流に，商用ベクトル
スパコンから，幾つかのプロトタイプを経て，CPUベースの CGRAに至った思考錯誤の過程について紹
介します．FPGAではなく VLIWから入る異形の CGRAの世界，どうぞお楽しみ下さい．

プロセスマイニングにおけるワークフローネットの役割
豊嶋 伊知郎（東芝エネルギーシステムズ）

【講演概要】
近年の DX（ディジタルトランスフォーメーション）において，プロセスマイニングと呼ばれるソリュー
ションが注目を集めている．プロセスマイニングはシステムの運用データから価値ある知識を発見する
技術の総称であるが，その起源はイベント列の集合からワークフローネットを復元する学習アルゴリズ
ムである．本講演ではワークフローネットの幾つかの数学的性質やリファクタリング概念を紹介すると
ともに，プロセスマイニングにおける位置づけを解説する．
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基礎・境界ソサイエティ運営委員会
会長 鎌部 浩 （岐阜大学）
次期会長 梶川 嘉延 （関西大学）
ソサイエティ編集長 田口 亮 （東京都市大学）
副会長（事業担当） 野村 亮 （早稲田大学）
副会長（システムと信号処理） 高井 重昌 （大阪大学）
副会長（音響・超音波） 古家 賢一 （大分大学）
副会長（情報理論とその応用） 桑門 秀典 （関西大学）
庶務幹事 太田 隆博 （専修大学）
庶務幹事 西浦 敬信 （立命館大学）
会計幹事 廣友 雅徳 （佐賀大学）
会計幹事 古賀 崇了 （近畿大学）
事業担当幹事 葛岡 成晃 （和歌山大学）
事業担当幹事 新田 高庸 （会津大学）
大会担当幹事 松井 一 （豊田工業大学）
大会担当幹事 高野 知佐 （広島市立大学）
電子広報担当幹事 森島 佑 （東北学院大学）
電子広報担当幹事 荒井伸太郎 （岡山理科大学）
英文論文誌編集委員長 奥田 正浩 （同志社大学）
英文論文誌編集幹事 川村 新 （京都産業大学）
和文論文誌編集委員長 岩本 貢 （電気通信大学）
和文論文誌編集幹事 渡邉 洋平 （電気通信大学）
ソサイエティ誌編集委員長 関屋 大雄 （千葉大学）
ソサイエティ誌担当幹事 八巻 俊輔 （東北工業大学）
ソサイエティ誌担当幹事 小林 孝一 （北海道大学）
特別委員（国外活性化担当） 尾知 博 （九州工業大学）
特別委員（国際会議コンテンツ担当） 小平 行秀 （会津大学）
編集特別幹事（オブザーバ） 澤畠 康仁 （日本放送協会）
出版委員会委員（オブザーバ） 吉川 英機 （東北学院大学）
研究会連絡会幹事（オブザーバ） 髙島 康裕 （北九州市立大学）
ハンドブック／知識ベース委員（オブザーバ） 笹岡 直人 （鳥取大学）
男女共同参画委員会（オブザーバ） 野崎 隆之 （山口大学）
プラチナクラブ運営委員会（オブザーバ） 金子 美博 （岐阜大学）
事務局 水橋 慶，永井 宏 （電子情報通信学会）

基礎・境界ソサイエティサブソ・研専会議
副会長（事業担当） 野村 亮 （早稲田大学）
副会長（システムと信号処理） 高井 重昌 （大阪大学）
副会長（音響・超音波） 古家 賢一 （大分大学）
副会長（情報理論とその応用） 桑門 秀典 （関西大学）
事業担当幹事 葛岡 成晃 （和歌山大学）
事業担当幹事 新田 高庸 （会津大学）
回路とシステム（CAS） 前田 義信 （新潟大学）
情報理論（IT） 小嶋 徹也 （東京工業高等専門学校）
信頼性（R） 土肥 正 （広島大学）
超音波（US） 中村健太郎 （東京工業大学）
応用音響（EA） 古家 賢一 （大分大学）
VLSI設計技術（VLD） 池田奈美子 （日本電信電話）
情報セキュリティ（ISEC） 國廣 昇 （筑波大学）
信号処理（SIP） 田中 聡久 （東京農工大学）
ワイドバンドシステム（WBS） 庄納 崇 （インテル）
システム数理と応用（MSS） 尾崎 敦夫 （大阪工業大学）
思考と言語（TL） 森下 美和 （神戸学院大学）
技術と社会・倫理（SITE） 大谷 卓史 （吉備国際大学）
ITS（高度交通システム）（ITS） 藤井 雅弘 （宇都宮大学）
スマートインフォメディアシステム（SIS） 木村 誠聡 （神奈川工科大学）
イメージメディアクオリティ（IMQ） 魚森 謙也 （大阪大学）
高信頼制御通信（RCC） 東 俊一 （名古屋大学）
バイオメトリクス（BioX） 今岡 仁 （日本電気）
安全・安心な生活と ICT（ICTSSL） 和田 友孝 （関西大学）
ハードウェアセキュリティ（HWS） 永田 真 （神戸大学）
光輝会（SSA）（オブザーバ） 春日 正男 （作新学院大学）
技術の歴史（オブザーバ） 篠田 庄司 （中央大学）
技術者教育と優良実践（オブザーバ） 横田 光広 （宮崎大学）
ヒューマンコミュニケーション G（オブザーバ） 吉田 寛 （日本電信電話）
会長（オブザーバ） 鎌部 浩 （岐阜大学）
次期会長（オブザーバ） 梶川 嘉延 （関西大学）
庶務幹事（オブザーバ） 太田 隆博 （専修大学）
庶務幹事（オブザーバ） 西浦 敬信 （立命館大学）
研究会連絡会幹事（オブザーバ） 髙島 康裕 （北九州市立大学）
事務局 水橋 慶，永井 宏 （電子情報通信学会）

NOLTAソサイエティ運営委員会
ソサイエティ会長 潮 俊光 （大阪大学）
ソサイエティ次期会長 長谷川幹雄 （東京理科大学）
庶務幹事（22Nソ大会実行委員長） 松原 崇 （大阪大学）
庶務幹事（CCS副委員長） 中野 秀洋 （東京都市大学）
会計幹事 黒川 弘章 （東京工科大学）
電子広報担当幹事（Webinar企画WG） 松浦 隆文 （日本工業大学）
大会担当幹事 高野 知佐 （広島市立大学）
運営委員 堀尾 喜彦 （東北大学）
運営委員 小西 啓治 （大阪公立大学）
運営委員 神野 健哉 （東京都市大学）
運営委員 常田 明夫 （熊本大学）
運営委員 鳥飼 弘幸 （法政大学）
運営委員 吉岡大三郎 （崇城大学）
運営委員 伊藤 大輔 （岐阜大学）
運営委員 赤井 恵 （北海道大学／大阪大学）
運営委員 会田 雅樹 （東京都立大学）
運営委員 眞田 耕輔 （三重大学）
運営委員 安達 雅春 （東京電機大学）
運営委員 加藤 秀行 （大分大学）
運営委員 坪根 正 （長岡技術科学大学）
事務局 水橋 慶，永井 宏 （電子情報通信学会）
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編集顧問 貴家 仁志（東京都立大学）
編集顧問 白井 宏（中央大学）
編集顧問 今井 浩（東京大学）
編集顧問 牧野 光則（中央大学）
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編集後記

年度が替わり，国内外の会議も対面で実施される機会が増えてきたように思います．国際会議参加のため米国に行ってきました．3
年ぶりの「お久しぶり」の挨拶があちこちで見られ，対面の良さを改めて感じました．そして，長らく来られなかった留学生も日本に
来られるようになりました．コロナ後に向けて，再び海外との扉が開き，あらゆる場面で人と直接的触れ合いが戻ってくる 1年になる
のではと想像します．現状の技術ではまだ対面と同じライブ感を感じることはできません．将来的にこの物理的距離を埋められる時代
がやってくるのか，ということも電子情報通信に関わる研究者として楽しみです．（関屋大雄）

今号より編集正幹事を仰せつかることになりました．FR誌編集活動はかれこれ 2年間オンライン中心となっておりますが，新型コ
ロナウイルス感染症の影響は依然として続いており，先行きが見えない状況がまだ続きそうです．その状況下でもFR誌を定期的に発
行し続けられていますのは，ご執筆者の皆様方及び編集委員会・事務局・出版社の皆様方の多大なるご支援の賜物でございます．FR
誌が引き続き皆様にご愛顧頂けるよう邁進して参りますので，今後ともよろしくお願い申し上げます．（八巻俊輔）

今号より編集副幹事を担当します．主に，開催案内，論文募集などのやわらかい記事を担当していきます．新型コロナウイルスの影
響は続いていますが，対面の研究会が増えています．FR誌を国際会議や研究会などの広報の場として活用して頂けますと幸いです．
今後ともどうぞよろしくお願いいたします．（小林孝一）

今号より編集幹事補佐を担当することになりました．今号では「受賞者の声」を担当しております．ご執筆頂いた皆様には心より感
謝申し上げます．編集幹事会の一員として編集作業に関わることで，本当に多くの皆様のご協力があってFR誌が発行できているのだ
ということがよく分かりました．今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます．（松田哲直）

今号の「研究会に行こう」の特別編集幹事を担当致しました．ご執筆頂いた著者の皆様に，この場をお借りして御礼申し上げます．
研究会はオンライン開催だけでなくハイブリッド開催も一般的になり，参加者同士が直接議論できる機会も増えつつあります．一日も
早い新型コロナウイルス感染症の収束を願いつつ，皆様の研究会への参加をお待ちしております．（中本昌由）
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