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ご あ い さ つ

英文論文誌Aのオープンアクセス化について
Open Access for Transactions on Fundamentals of Electronics,

Communication and Computer Sciences（English Edition）

英 文 論 文 誌 編 集 委 員 長 奥 田 正 浩

1. オープンアクセス化

英文論文誌Aこと IEICE Transactions on Fundamen-
tals, of Electronics, Communications and Computer
Sciences の編集委員会は数年前から投稿数の増加やイン
パクトファクターの向上を目指し，様々な施策を検討してま
いりました．その一環として，2022 年 10 月号から J-
STAGEにおいてオープンアクセスとなりました．
インパクトファクターや h-index などのジャーナル評価

指標は，必ずしもその論文誌の価値を正確に表しているとは
いえず，インパクトファクターに偏重したアカデミアの現状
を疑問視する声が高まっております．一方で，海外ではこれ
らの指標を研究者の業績評価に利用することが多く，日本も
徐々にその傾向が強くなっています．英文ジャーナルが乱立
する昨今，当編集委員会にとって，インパクトファクターの
向上は検討すべき急務の課題となっています．今回のオープ
ンアクセス化は英文論文誌 Aの前編集委員長である梶川嘉
延先生（関西大学）と前編集幹事の市毛弘一先生（横浜国立
大学）が 2019 年の在任中に取り組んだ成果であり，ま
た，現英文論文誌編集幹事の川村新先生（京都産業大学）の
尽力により実現したものです．
現在，英文論文誌 A の論文は，従来どおり本学会の

Transactions Online で掲載される他，J-STAGE をプ
ラットフォームとした運用を同時に行っております．J-
STAGE は科学技術振興機構（JST）が運用する国内を代
表する論文データベースサイトであり，日本国内では知名度
が高く，多くの研究者からアクセスがあります．当面はこの
J-STAGE での運用を予定しております．一方で，海外か
らのアクセスは限定的であるため，J-STAGE 以外のプ
ラットホームの採用も今後の検討課題となります．今後は
IEEE Xplore をプラットホームとしたオープンアクセス化
の有効性と本学会の独自性とを天秤にかけて，検討してく必
要があると考えます．

2. 英文論文誌Aの現状

英文論文誌 A ではエディタ制をとっており，論文の編集
作業は，基礎境界分野の中で更に専門領域に分けて行われて
います．具体的には，情報セキュリティ，回路とシステム，
信号処理 I（画像を除く分野），信号処理 II（画像分野），信
号と通信理論，情報理論と符号理論の 6 分野に分け，それ
ぞれに分野幹事を配置しています．分野幹事は編集幹事とと
もに編集委員の割り当てを行い，選ばれた編集委員が査読者
を選定する体制をとっています．現在，編集委員は総勢約
80名で，うち6名は海外の機関に所属しています．
ここ数年，論文投稿数は減少傾向にありました．これはイ

ンパクトファクターが重視される近隣アジア諸国からの投稿
数が減ったことが一因と考えられます．2021 年度は論文
305 件，研究速報 131 件の合計 436 件（2020 年度は
論文 256 件と研究速報 134 件の合計 390 件）と，投稿
数は増加しました．論文誌活性化の一環として，小特集を積
極的に受け入れており，2022 年度は 10 件の小特集を予
定しています．また，採録・不採録の判定がでるまでの期間
はここ数年でかなり短縮されており，一部査読が滞る例はあ
るものの，2022 年においてはこれまで，条件付き採録を
経て採録・不採録に至る期間の平均がレギュラー論文で 4
か月強，レター論文で 3 か月強となっております．この論
文審査期間の長短は論文投稿数の増減に直結する要因だと考
えられ，今後更に審査期間の短縮に務めるべきであると考え
ています．
2021 年のインパクトファクターは 0.42 と，決して高

い値ではありませんが，ここ数年は増加傾向にあり，過去
10年で最も高い数値となっています．これは，英文論文誌
Aがこれまで進めてきた，早期の DOI 付与やオンライン公
開，査読期間の短縮などの施策の成果と考えられ，2022
年 10 月のオープンアクセス化で引用回数が更に増加し，
インパクトファクターが向上することが期待されます．
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3. 今後の展開

英文論文誌 A では今後も質の高い論文の広報活動や，解
説論文・総説論文の充実，研究専門委員会，大会，国際会議
との連携，などを通して更なる投稿数の増加を目指したいと
考えております．また，英文論文誌 A に限らず，電子情報
通信学会では，多くの委員会やワーキンググループにおいて
インパクトファクター向上のための様々な取り組みが議論さ
れています．前述のとおり，インパクトファクターは雑誌の
価値を決める唯一の指標ではありませんが，このような取り
組みが投稿数増加を促し，ひいては学会や論文誌の価値を高
めることは間違いないと考えております．引用数向上への過
度な偏重に注意しながらもこのような取り組みを引き続き進
めていきたいと考えます．

著者紹介
奥田正浩（正員）
1993 慶大・理工・電気卒．1998 同大学院博士課程了．博士（工学）．
カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研究員，カーネギーメロン大
学客員研究員，北九州市立大学教授を経て，2020 より同志社大・理工
学部・インテリジェント情報工学科・教授．信号処理，画像処理，機械
学習に関する研究に従事
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Pythonで挑む分岐解析
To Tackle Bifurcation Problems with Python

上田哲史 Tetsushi UETA

天羽晟矢 Seiya AMOH

アブストラクト 機械学習やデータサイエンスを実践する基盤プログラミング言語として Pythonが注目されている．本解説で

は非線形問題，特に系にみられる周期解の分岐問題について，Pythonを用いたアプローチの詳細を述べる．分岐計算アル

ゴリズムを可読性高く実装でき，計算機や OSに依存せず，対話処理による試行錯誤が可能となる．幾つかの特徴的なコー

ドを示しながら，分岐問題に対する Pythonの優位点を述べる．また，Neimark-Sacker分岐における bialternate積を用い

た解法のコンパクトな実装，及び Sympyを用いたヘシアン生成自動化過程についても述べる．

キーワード Python，分岐解析，テンソル，Bialternate積

Abstract Python is gaining attention as a fundamental programming language for machine learning and data science. In

this paper, we describe a detailed Python approach to nonlinear problems, especially the bifurcation problems of periodic

solutions. It is a highly readable implementation of the bifurcation algorithm, independent of the computer and the op-

erating system, and it allows interactive trial-and-error processing. We describe the advantages of Python for bifurcation

problems with some illustrated codes. We also show a compact implementation of computation for Neimark–Sacker

bifurcation using the bialternate product and an automated process for generating the Hessian using Sympy.

Key words Python, Bifurcation analysis, Tensor, Bialternate product

1. は じ め に

非線形力学系が微分方程式や差分方程式で与えられたとき，そ

の動的性質を把握するには，パラメータの変化に応じた解の振

る舞いを網羅的に分析する必要がある．非線形系一般に解析解

を求めることは困難であるため，解軌道を数値計算により求め，

過渡応答の後に周期解が確認されれば，それが解析の足がかり

となろう．パラメータの変更により，その周期解の安定性の変

転，すなわち分岐現象が見いだされることがある．パラメータ

空間において分岐現象を与える多様体を分岐集合といい，これ

らをなるべく簡単に求めることが本解説の主題である．分岐集

合で構成されるパラメータ空間上の地図（分岐図）は，与えら

れた力学系の定性的性質を雄弁に語り，個々の問題の目的への有

益な指針を示すであろう．本解説では分岐集合の計算における

Python ならではのアプローチを示す．“簡単に” とは Python

においては，短く，凝縮されて，シンプルに，などの副詞とな

る．可読性も上がるとともに，バグなどの混入も避けることが

上田哲史 正員：フェロー 徳島大学情報センター
E-mail ueta@tokushima-u.ac.jp

天羽晟矢 学生員 徳島大学大学院先端技術科学教育部
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8506 Japan) and Seiya AMOH, Student Member (Graduate School
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できよう．非自律系を例にとり，周期解の分岐集合計算におけ

る Python実装を述べる．

1. 1 分岐解析ツールと計算機言語

力学系の平衡点や周期解の安定性が変転することを分岐現象

といい，それらが生じるパラメータ値を精度良く求める要求は

高い．方程式が与えられただけでは，周期解，ましてやその分

岐現象に関してあらかじめ知見を得ることは一般に困難であり，

何らかの試行錯誤が必要となる．微分方程式のどのようなパラ

メータで，何周期の解が存在するか，また，副次的に，どのよ

うな初期値で，どのような過渡応答でその解に辿り着くかを調

べたい．

分岐図を得る簡易な方法として，brute-force法がある．これ

はパラメータ平面をメッシュで区切り，個々のグリッドに対応

するパラメータ値でみられる周期解の周期を色付けするもので

ある．この手法はしかし，全グリッドにおいて過渡応答が収束

するまでの数値積分実行を要すること（準周期解やカオスなど

の判定にはリアプノフ指数など，別の指標も必要となる），更に

は同一パラメータ値で複数の周期解が共存するとき，初期値に

依存して決まる一つの周期解しか色付けられないことなどの不

都合がある．分岐集合を直接曲線として求めることができれば，

これらは解決される．

Doedel（1）の AUTO をはじめとする海外の関連アルゴリズ

ム・ツールについては Kuznetsovの文献（2）に詳しい．本解説で

は，AUTO初版と同時期に川上（3）によって開発されたアルゴリ

IEICE Fundamentals Review Vol.16 No.3 139



ズムを中心にその Python 実装について述べる．関連アルゴリ

ズム間の本質的な違いについては，関連文献（2），（4），（5）を参照

頂きたい．

アルゴリズムをもとに独自に研究室で開発したツールはかけ

がえのないものであろう．新しい研究動向を反映させながら改

良・拡張など，維持するためには，コンピュータや OS への依

存，計算資源の確保・メンテナンスにかかるコスト発生はでき

るだけ避けたい．また，試行錯誤で有為なデータを得るために

も，ツール動作時には対話的な操作を行いたい．更に，ディス

プレイ上の見映えとは別途，論文での使用にも耐え得る品質の

視覚化手段も備えておきたい．

Python は，クロスプラットホームなオープンソース計算機

言語であり，データ科学や AI の分野において注目されてい

る．Python のライブラリ Numpy, Scipy は，FORTRAN 時

代から継承されている科学技術計算ライブラリ BLAS (Basic

Linear Algebra Subprograms)（6）LAPACK (Linear Algebra

PACKage)（7）からコードが移植されており，信頼性が高い．ま

た，グラフ描画ライブラリMatplotlibでは品質の高いグラフィッ

クスが対話的処理で使える．

このような背景から，筆者の研究室では既存分岐解析ツー

ルを Python で書き直し始めた．現在では Github において

基本的なコードをリポジトリとして https://github.com/

tetsushiwahaha/ に公開している．このうち，本解説で中心的

に扱う非自律系に対して，次の各リポジトリを用意している．

• 位相平面図 nonautonomous_pp

• 固定点・周期点計算 nonautonomous_fix

• 分岐集合計算 nonautonomous_bf

これらは，Scipy，Numpy，Matplotlibの 3ライブラリだけ用

いている．

分岐集合の計算原理の解説については，川上により 1980 年

代に開発されたアルゴリズム（3），（8），及びそれらの詳細な解

説（4），（9），ERATO プログラムによる MATLAB 実装（10），（11）

など，関連記事の枚挙にいとまがないので，それらを参照頂き

たい．本解説では Python を使用して分岐解析を進める際の利

点，並びにツール設計上の新しい観点などに絞って述べる．

1. 2 数学的準備

本解説では主に非自律系の初期値問題

dx

dt
= f(t, x, λ), with x(0) = x0 (1)

を考える．自律系については 4. 4 節を参照のこと．ここで，

x ∈ Rn を状態，λ ∈ Rをパラメータとする．f : Rn → Rn

は C∞ 級であり，また，周期 τ の周期関数である．すなわ

ち，f(t + τ, x, λ) = f(t, x, λ) と仮定する．このとき，時刻

t = 0 で初期値 x0 から出発する解を x(t) = ϕ(t, x0, λ) と書

く．x(0) = ϕ(0, x0, λ) = x0 となる．式 (1) に周期解が存在

するとき，それは ϕ(0, x0, λ) = ϕ(τ, x0, λ) と表すことがで

きる．

周期解の分岐現象の解析には，Poincaré写像による方法が有

効である．系 (1)に周期解が存在するとき，

T : Rn → Rn

x0 �→ T (x0) = ϕ(τ, x0, λ)
(2)

と記述される作用素 T を Poincaré 写像といい，周期解の軌道

を周期 τ おきに標本化している．式 (2) は周期軌道上の点 x0

についての局所的な定義であるが，状態空間全域に拡張すると，

初期値 x0 から始まる離散軌道 {x0, x1, . . . , xk, . . . }を生成す
る離散力学系

xk+1 = T (xk) (3)

を考えることができる．式 (1) の周期解は T によって x0 =

T (x0) と表される．このときの x0 を固定点と呼ぶ．� >= 2 に

対して x0 = T �(x0)であるとき，x1 = T (x0), x2 = T (x1),

. . .で求まる �個の各点 {x0, x1, x2, . . . , x�−1}を �-周期点と

いい，式 (1)における �-周期解にあたる．

2. 位相平面図での対話処理

与えられた力学系が，パラメータの変化や初期値によってど

のように振る舞うかを知りたい．初期値はマウスカーソルで随

時与え，パラメータ値の変更もオンラインで行いたいだろう（12）．

高次元の系でも，そのうちの二次元（位相平面）を切り取って

観察し，図も高品質でファイルに残したい．作業工程の再現性

も重要である．Python でこれらの要求に一気に応えることが

できる．

非自律系式 (1) の位相平面図を表示するためのスクリプトを

リポジトリ nonautonomous_pp に置いている．リスト 1は位相

平面表示スクリプト pp.py である．実行は次のコマンドライン

となる：� �
% python3 pp.py in.json

� �
Return� �

� 	

リスト 1 位相平面図の表示スクリプト pp.py

1 import numpy as np

2 from scipy.integrate import solve_ivp

3 import matplotlib.pyplot as plt

4 import pptools

5

6 data = pptools.init()

7 duration = 2.0 * np.pi * data.dic[’period’]

8 tspan = np.arange(0, duration, data.dic[’tick’])

9

10 while True:

11 s = solve_ivp(pptools.func, (0, duration),

12 data.dic[’x0’], t_eval=tspan, args=(data,))

13 plt.plot(s.y[0,:], s.y[1,:], c=’k’, alpha=0.5)

14 plt.plot(s.y[0, -1], s.y[1, -1], ’o’, c=’r’)

15 data.dic[’x0’] = s.y[:, -1]

16 plt.pause(0.001)

リスト 4行めに読み込む pptools.py は当該リポジトリに同

梱されており，その中身はデータ授受のための data クラスの

定義一つと，Matplotlibの初期化，入力デバイスによる対話的
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操作のための処理（13）が記述されているだけの，160行あまりの

スクリプトである．

11～12 行めの solve_ivp() は，Scipy の比較的新しい初期

値問題汎用ソルバである．第一引数で微分方程式の右辺を与え，

第二引数のタプルで与える区間（1周期）について，第三引数の

初期値から求積し，軌道の時系列をリストで返す．インスタンス

data を引数で渡すことにより，pptools.func() と多くの情報

を通信できる．13～14 行では Matplotlib によって，軌道及び

Poincaré写像点を描画しているが，グラフ描画にかかるビュー

ポートや座標系について気を払う必要がない．また，デバイス

のイベントをチェックし（16行），マウスのクリックがあればそ

の座標値を新しい初期値として拾っている．他言語で実現した

場合のコード量と比較すると，著しくコンパクトであることが

分かるであろう．高次元系では別途，任意の二次元の描画，マ

ウス入力による初期値の扱いを実装する必要があるが，数行の

記述で済む．

リスト 2 設定 JSONファイル in.json

1 {

2 "_comment": "Duffing equation",

3 "func": [ "x[1]",

4 "-data.dic[’params’][0] * x[1] - x[0]**3

+ data.dic[’params’][1]

+ data.dic[’params’][2] * cos(t)"

5 ],

6 "x0": [-1.0, 0.5],

7 "params": [0.2, 0.08, 0.3],

8 "dparams": [0.01, 0.01, 0.01],

9 "xrange": [ -2.0, 2.0], "yrange": [ -2.0, 2.0],

10 "tick": 0.01, "period": 1

11 }

リスト 2 は設定ファイル in.json の例である．3～4 行めの

キー func で微分方程式の右辺を記述する（リスト 1 における

pptools.func() に当たる）．ここでは Duffing 方程式の例と

なっている．パラメータを配列 data.dic[’params’] によって

設定する．4行めはリスト 1上では見やすいよう複数行で表示さ

れているが．JSONは値としての文字列内で改行は許容されない

ことに注意されたい．キー func は pptools.py において eval

関数により式が評価され，リスト 1 における pptools.func()

となるが，このことによる速度低下は認められなかった．設定

ファイル内で微分方程式を記述できるため，力学系ごとに異な

るスクリプトを用意する必要がなくなり，管理が容易となる．

図 1はリスト 1を動作させ，初期値入力の試行錯誤をキャプ

チャしたものである．キーボード操作によってパラメータの増

減，redrawなどが行える．マウス入力などの履歴はターミナル

に記載されるため，再現性が確保される．また，結果はラスタ画

像ではなく，ベクタグラフィックスとして PDF に保存できる．

詳細は同梱の README.md を参照されたい．

3. 固定点の計算

固定点の条件は境界値問題として定式化される：

T (x0) − x0 = 0 (4)

図 1 リスト 1 による位相平面図表示例

周期点の場合も T � を改めて T と置けば同一視できる．この固

定点 x0 を高精度で計算しよう．

ニュートン法は二乗収束であるため，問題が微分可能であれ

ばまず選択される解法である．実装する際に，x0 による式 (4)

のヤコビ行列が必要となるが，それは実際，

∂

∂x0

(
T (x0) − x0

)
=

∂ϕ

∂x0

∣∣∣∣
t=τ

− In (5)

となる．ここで，In は n× nの単位行列である．また，特性方

程式は次式となる：

χ(μ) = det

(
∂ϕ

∂x0

∣∣∣∣
t=τ

− μIn

)
= 0 (6)

この式の n 個の根である特性乗数が，固定点の安定性を示す．

∂ϕ/∂x0 は変分と呼ばれ，式 (5), (6) の双方に現れているが，

この変分をどう求めるかが問題となる．

変分は解の導関数であるので，式 (1) の解軌道が数値的

に得られたとき，それらの数値微分を変分として代用する

ことが考えられる．例えば，十分小さい Δ > 0 を用意し，

x0 = (x01, x02, . . . , x0n)� としたとき，次式によって x01 に

関する変分ベクトルを近似できる：

∂ϕ

∂x01
(τ, x01, x02, . . . , x0n) ≈
1

Δ

(
ϕ(τ, x01 + Δ, x02, . . . , x0n)

−ϕ(τ, x01, x02, . . . , x0n)
)

しかし，数値微分は本質的に誤差を包含し得るため，特性乗数

の値やニュートン法の収束性能に影響することが考えられ，な

るべく使用を避けたい．

さて，解をもとの微分方程式 (1) に代入し，微分順序を変更

することによって，変係数線形微分方程式である第一変分方程

式が得られる（8），（14）：

d

dt

∂ϕ

∂x0
=

∂f

∂x

∂ϕ

∂x0
, with

∂ϕ

∂x0

∣∣∣∣
t=0

= In (7)

ここで，∂f/∂xは式 (1)のヤコビ行列（式 (1)の右辺を状態変

数 xで記号的に偏微分したもの）である．式 (7)の要素を明示
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すると

d

dt

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂ϕ1

∂x01

∂ϕ1

∂x02
· · · ∂ϕ1

∂x0n
∂ϕ2

∂x01

∂ϕ2

∂x02
· · · ∂ϕ2

∂x0n
...

...
...

∂ϕn

∂x01

∂ϕn

∂x02
· · · ∂ϕn

∂x0n

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂f1

∂x1

∂f1

∂x2
· · · ∂f1

∂xn
∂f2

∂x1

∂f2

∂x2
· · · ∂f2

∂xn
...

...
...

∂fn

∂x1

∂fn

∂x2
· · · ∂fn

∂xn

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂ϕ1

∂x01

∂ϕ1

∂x02
· · · ∂ϕ1

∂x0n
∂ϕ2

∂x01

∂ϕ2

∂x02
· · · ∂ϕ2

∂x0n
...

...
...

∂ϕn

∂x01

∂ϕn

∂x02
· · · ∂ϕn

∂x0n

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(8)

となる．そこで，微分方程式初期値問題 (7)を，t = 0から t = τ

まで，solve_ivp() などを用いて求積することによって，基本

行列解としての変分 ∂ϕ/∂x0|t=τ が得られ，式 (5), (6)に利用

できる．微分方程式 (1) の右辺に対して初期値による微分・連

鎖律を適用した結果が，行列の積の形式で整理されている．

式 (7)の Pythonでの実装を検討する．ndarray の二次元配

列を考え，ヤコビ行列を dfdx，変分を dphidx として格納する

と，式 (8)右辺の計算は，

dfdx @ dphidx

と記述できる．ここで ‘@’ は Python のバージョン 3.5 から登

場した演算子であり，matmul 関数のマクロである．しかし，

solve_ivp() は入出力はベクトルでなければならない．そこで

式 (8)右辺の演算結果の行列を，n本の縦ベクトルに分解し（左

辺の縦線を参照），1 本のベクトルに連結する．それを，式 (1)

の右辺ベクトル func に追加する．この手続は，

func.extend((dfdx @ dphidx).T.flatten())

とできる．.T 属性は転置，.flatten() はベクトルへの変換メ

ソッド呼び出しである．これらの操作や行列積は，一般的な計

算機言語では二重反復を構成する必要があるが，Pythonでは 1

行で済む．

以上でニュートン法により固定点を計算する準備ができた．リ

ポジトリ nonautonomous_fix には Duffing 方程式についての

固定点計算スクリプト fix.py を配置している．

4. 分岐集合の計算

特性乗数の特定の値により発現する分岐現象を局所分岐とい

い，以下の種類がある．

• μ = 1：接線分岐．固定点が発生消滅する

• μ = −1：周期倍分岐：不安定化した固定点の周りに安定

な 2周期点（2周期解）が発生

• μ = ejθ, 0 < θ < π：Neimark-Sacker 分岐．不安定化

した固定点周りに安定な不変閉曲線（トーラス）が発生

ここで，j =
√−1である．これらの分岐による固定点や軌道の

図 2 局所分岐と軌道の様子

様子を図 2に示す．

分岐集合の計算には，式 (4), (6)を連立させる：

{
T (x0) − x0 = 0

χ(μ) = 0
(9)

ここで，μは分岐現象に応じた特性乗数を指定する．1. 1節で紹

介した既存のツールも，基本的には同じ境界値問題として定式

化されている．

位相平面図でパラメータを変化させたとき，解軌道の形状が

大きく変化するようであれば，そのパラメータ値付近で前節の

固定点計算ツールを用いて固定点と特性乗数を算出，観察する．

特性乗数が上記の特定の値近くにあれば，その (x0, λ) を初期

値として，式 (9)をニュートン法で解くと分岐集合を得る．

ニュートン法のヤコビ行列は次式の構成となる．

⎛
⎜⎜⎝

∂ϕ

∂x0
− In

∂ϕ

∂λ

∂χ

∂x0

∂χ

∂λ

⎞
⎟⎟⎠ (10)

固定点の計算に比較し，新たに解のパラメータによる変分，解

の初期値・パラメータによる二階微分（第二変分）が必要となっ

てくるが，数値偏微分は回避したい．

4. 1 パラメータに関する変分

固定点のパラメータに関する微分は，以下の n次元変係数線

形非同次方程式の数値積分で得られる．

d

dt

∂ϕ

∂λ
=

∂f

∂x

∂ϕ

∂λ
+

∂f

∂λ
, with

∂ϕ

∂λ

∣∣∣∣
t=0

= 0 (11)

Python の実装に移ろう．パラメータによる変分を dphidl と

する．式 (1) をパラメータにより記号的に偏微分したベクトル

を dfdl に格納したとき，式 (11) を，solve_ivp() に渡すベ

クトル func に追加するには，

func.extend(dfdx @ dphidl + dfdl)

とする．行列とベクトルの積であるが，演算子は ‘@’が使える．
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4. 2 初期値に関する第二変分

式 (7)を x0で偏微分し，連鎖律を整理すると，n3本の微分方

程式が出来上がる．これを第二変分方程式（14）と呼ぶ．∂2ϕ/∂x2
0

を n次元 3階テンソルとすると，第二変分方程式は，

d

dt

∂2ϕ

∂x2
0

=
∂f

∂x

∂2ϕ

∂x2
0

+
∂2f

∂x2

(
∂ϕ

∂x0

)2

,

with
∂2ϕ

∂x2
0

∣∣∣∣
t=0

= O

(12)

と書ける．ここで，O は全ての要素が 0 であるテンソルであ

る．また式中の ∂2f/∂x2 は，ヤコビ行列 ∂f/∂x を状態変数

xで記号的に偏微分して得られるヘシアン（テンソル）である．

∂ϕ/∂x0 は，式 (7)の求積で得られている．右辺第二項は便宜

上この記述を取ったが，テンソルと行列の積を定義する必要があ

り，ベクトルと行列で記述すると複雑となる．例として，n = 2

の場合の第二変分方程式の一部を抽出すると，

d

dt

⎛
⎜⎜⎝

∂2ϕ1

∂x2
0

∂2ϕ2

∂x2
0

⎞
⎟⎟⎠ =

∂f

∂x

⎛
⎜⎜⎝

∂2ϕ1

∂x2
0

∂2ϕ2

∂x2
0

⎞
⎟⎟⎠+

∂

∂x0

∂f

∂x
������

⎛
⎜⎜⎝

∂ϕ1

∂x0

∂ϕ2

∂x0

⎞
⎟⎟⎠

(13)

となる．ここで波下線部は，⎛
⎜⎜⎝

∂2f1

∂x2

∂ϕ1

∂x0
+

∂2f1

∂y∂x

∂ϕ2

∂x0

∂2f1

∂x∂y

∂ϕ1

∂x0
+

∂2f1

∂y2

∂ϕ2

∂x0

∂2f2

∂x2

∂ϕ1

∂x0
+

∂2f2

∂y∂x

∂ϕ2

∂x0

∂2f2

∂x∂y

∂ϕ1

∂x0
+

∂2f2

∂y2

∂ϕ2

∂x0

⎞
⎟⎟⎠

(14)

となり，見通しが悪い．実際，式 (12) において，f =

(f1, f2, . . . , fn)� 及び ϕ = (ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn)� としたとき，

n3 本の第二変分方程式を個々に展開すれば次式となる．

d

dt

∂2ϕi

∂x0k∂x0�

=

n∑
p=1

∂fi

∂xp

∂2ϕp

∂x0k∂x0�

+

n∑
p=1

n∑
q=1

∂2fi

∂xp∂xq

∂ϕp

∂x0k

∂ϕq

∂x0�

,

with
∂2ϕi

∂x0k∂x0�

∣∣∣∣
t=0

= 0

for i, k, � = 1, 2, . . . , n

(15)

これをアルゴリズムとして表現しようとすると，多重・複数の

反復を記述したうえ，添字計算に注意が必要となる．また，こ

の展開式（若しくは式 (7)に対する微分・連鎖律の逐次計算）の

正当性検証を行うのは容易ではない．

さて，式 (12) 右辺を Python で記述しよう．第二変分を

d2phidx2，ヘシアンを d2fdx2 とすると，式 (12)の右辺は，

dfdx @ d2phidx2 + (d2fdx2 @ dphidx).T @ dphidx

となる．反復やスライス，添字を全く使うことなく，ほとんど

式 (12)右辺の見た目どおりの形式となる．この式の値を P とす

ると，ベクトルへの展開・連結には，

P.transpose(0,2,1).flatten()

とすればよい．transpose() によりテンソルの転置軸の変更を

行うことがポイントである．

ところで，2 変数偏微分の順番交換に関するヤングの定理よ

り，∂2ϕi/∂xk∂x� = ∂2ϕi/∂x�∂xk であるため，n3 本の連立

微分方程式のうち，おおむね半分は計算不要である．

リスト 3 第二変分方程式 (12)右辺の計算

1 ui, uj = np.triu_indices(n)

2 v = x.reshape(int(n*(n+1)/2), n)

3 X = np.zeros(n**3).reshape(n, n, n)

4 X[ui, uj] = v

5 X[uj, ui] = v

6 d2phidx2 = X.transpose(0, 2, 1)

7 P = (dfdx @ d2phidx2 + (d2fdx2 @ dphidx).T @ dphidx)

.transpose(0, 2, 1)

8 func.extend(P[ui, uj].flatten())

リスト 3 は，必要最小限な第二変分のみ solve_ivp() に渡

す流れを示している．1 行めで上三角行列における有効な要素

の行，列それぞれの添字リストを得る．必要最小限な数の第二

変分が既にベクトル x に格納されているとき，それを対称な第

二変分テンソル d2phidx2 に戻し（2～7 行），上三角行列の添

字リストで対称なテンソルを生成できる．スライスさえ用いる

必要がない点は興味深い．そのあと，第二変分を計算し（7 行

め），最小限の数の第二変分のみ solve_ivp() に渡している（8

行め）．

4. 3 パラメータに関する第二変分

最後はパラメータに関する第二変分である．式 (7) を λ で偏

微分し連鎖律を適用して，次式を得る：

d

dt

∂2ϕ

∂x0∂λ
=

∂f

∂x

∂2ϕ

∂x0∂λ
+

∂2f

∂x2

∂ϕ

∂x

∂ϕ

∂λ
+

∂2f

∂x∂λ

∂ϕ

∂x0

with
∂2ϕ

∂x0∂λ

∣∣∣∣
t=0

= O

(16)

ここでの O は n × nの零行列である．式 (16) 右辺は Python

では以下で記述できる：

func.extend(dfdx @ d2phidxdl

+ ((d2fdx2 @ dphidx).T @ dphidl).T

+ (d2fdxdl @ dphidx)).T.flatten()

ここで，dphidl は式 (11)の解を用いる．

以上で式 (9) をニュートン法で解くために必要な要素が全て

揃った．詳細はリポジトリ nonautonomous_bf のコードを参照

してほしい．分岐直前の初期値を与えていれば数回の反復で精度

のよい解（固定点と分岐パラメータ値）が得られる．brute-force

法では表現不能な，不安定な周期解の分岐集合も計算できる．

IEICE Fundamentals Review Vol.16 No.3 143



4. 4 自律系への対応

式 (1)において，右辺 f が時間 tに対し不変である場合を自

律系という．自律系においても周期解が存在し得て，その分岐

解析は，軌道に横断的な Poincaré断面を選んでその標本点を評

価することにより，式 (2) と同様な n − 1 次元離散写像の分岐

問題に帰着させることができる（15），（16）．式 (7), (12)などの変

分方程式の計算は，自律系でも同様に適用できる．

solve_ivp() には events パラメータがあり，これを

Poincaré 切断面のトリガに利用できる．軌道が切断面に接

触した位置・時刻が高精度で求められるうえ，積分が中断され

るため，固定点や分岐集合の計算に都合がよい．

5. Neimark–Sacker分岐と bialternate積

接線分岐及び周期倍分岐は，前節までの手法で分岐集合が計

算できる．しかし，Neimark-Sacker (NS) 分岐では特性乗数

μ = ejθ が複素単位円周上に配置されるため，未知数の偏角 θ

が介在し，特性方程式は実質 2 本の独立した式となる．よって

このままではニュートン法における変数が足りない．

次元の低い問題であれば，特性方程式に μ = ejθ を代入・展

開し，実部・虚部から θ を消去した式を新たな条件式に採用で

きる．ただし，必ず不等式による付帯条件が発生するため，計

算が収束した後に別途検証が必要となる．文献（17）では，複素

数型をもたない計算機言語を用い，式 (6) の実部・虚部分離ア

ルゴリズム，θ を独立変数とみなした NS 分岐計算手法が提案

されている．

Pythonは複素数型をもっているが，複素数を代入した特性方

程式を用いたニュートン法を実装すると，その反復過程において

実変数に対して複素数の更新量を許容させる必要が生じ，また，

実数解への収束は保証されず，不都合である．そこで本節では，

NS 分岐に対して特性方程式と等価な条件 bialternate 積（18）を

導入し，実数のみでニュートン法を実装する手法（2）を Python

で実装しよう．

A, B ∈ Rn×n を任意の行列としたとき，bialternate 積

A � B は次を満たす．

（ 1） A � Aは固有値 μiμj をもつ

（ 2） 2A � In は固有値 μi + μj をもつ

NS分岐における複素特性乗数 μ, μ = e±jθ は，性質（1）で

μμ = 1 を満たす．これを特性方程式に代わる条件として用い

る．すなわち，NS分岐集合は，次の連立方程式を (x0, λ)につ

いて解くことにより求められる．⎧⎪⎨
⎪⎩

T (x0) − x0 = 0

det

(
∂ϕ

∂x0
� ∂ϕ

∂x0
− Im

)
= 0

(17)

bialternate積を用いることで θ が消去されており，また，別途

検証の必要もなくなる．

以下，bialternate 積とその Python コードについて説明す

る．A � B ∈ Rm×m の各要素は，その要素の添字を多重指

数 (multi-index) を用いて行方向を (p, q) (p = 2, 3, . . . , n; q =

1, 2, . . . , p − 1), 列方向を (r, s) (r = 2, 3, . . . , n; s =

1, 2, . . . , r − 1)で表すと，

(A � B)(p,q),(r,s) =
1

2

{∣∣∣∣∣apr aps

bqr bqs

∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣bpr bps

aqr aqs

∣∣∣∣∣
}

(18)

で定まる．ここで，m = n(n − 1)/2 であり，ak�, bk� は行列

A, B の (k, �)要素を表す．また，|·|は行列式を表す．例えば，
n = 3 のときは m = 3 となり，bialternate 積 A � B によっ

て生成される行列は，

(A � B)(2,1),(2,1) (A � B)(2,1),(3,1) (A � B)(2,1),(3,2)

(A � B)(3,1),(2,1) (A � B)(3,1),(3,1) (A � B)(3,1),(3,2)

(A � B)(3,2),(2,1) (A � B)(3,2),(3,1) (A � B)(3,2),(3,2)

である．NS分岐条件に用いるA � Aの各要素は明らかに，

(A � A)(p,q),(r,s) =

∣∣∣∣∣apr aps

aqr aqs

∣∣∣∣∣ (19)

であり，これを計算する関数 bialt square をリスト 4に示す．

リスト 4 bialternate積の実装例

1 def bialt_square(A):

2 n = A.shape[0]

3 bialt_dim = sum(range(n))

4 result = np.zeros((bialt_dim, bialt_dim))

5 temp = np.zeros((2, 2))

6 result_idx = ((i, j) for i in range(bialt_dim)

7 for j in range(bialt_dim))

8 mul_idx = [(i, j) for i in range(1, n)

9 for j in range(i)]

10 for row, col in it.product(mul_idx, mul_idx):

11 for i, j in it.product([0, 1], [0, 1]):

12 temp[i, j] = A[row[i], col[j]]

13 result[next(result_idx)] = np.linalg.det(temp)

14 return result

リスト 4では，はじめにnとmに相当する変数 n，bialt dim，

bialternate 積の計算結果を保存する変数 result，またその各

要素を一時的に保存する変数 temp を用意している．Numpy

配列の要素へのアクセスはタプルが利用できるため，result

の要素指定のためにイテレータ result idx も用意する．続い

て，bialternate 積では式 (18) で多重指数が添字として用いら

れている．この添字 (p, q), (r, s) は，多重指数の第一指数と第

二指数の集合の直積で表現できるため，この各集合を mul idx

とし，it.product() を用いて添字のイテレータを生成する．

bialternate積の Python上での実装においては，多重指数の管

理が 8～10 行めだけで記述できることが重要である．なお，あ

らかじめ import itertools as it として反復操作の補助を

行うライブラリをインポートする必要がある．

6. Sympyを用いた導関数の自動導出

力学系の分岐計算はこれまでに示したとおり，Newton 法の
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計算のための変分方程式の基本行列解を求める際に，式 (1) の

右辺 f のヤコビ行列やヘシアンを準備する必要がある．これら

は単純な系であれば手計算したものを直接コーディングすれば

よいが，高次元系やパラメータを多数含む系の場合は，手計算

するコストが高い．Pythonには四則演算や微分など代数計算の

操作を記号的に取り扱うことのできる Sympy パッケージが存

在する．分岐計算対象の系の右辺が func() 関数として記述さ

れているとき，リスト 5に示す操作で f の状態変数とパラメー

タによる微分を記号的に導出できる（19）．func() は第 2 節の方

法のように，微分方程式を JSON ファイルに記述できるように

設計してもよい．ここで，n 及び pnum は，それぞれ状態変数の

次元 nと，系がもつパラメータの数である．

リスト 5 Sympyを用いた導関数の導出

1 import sympy as sp

2 def func(x, p, t):

3 return sp.Matrix([f_1, f_2, ..., f_n])

4 sym_x = sp.MatrixSymbol("x", n, 1)

5 sym_p = sp.MatrixSymbol("p", pnum, 1)

6 sym_t = sp.Symbol("t")

7 f = func(sym_x, sym_p, sym_t)

8 dfdx = sp.derive_by_array(

9 [f[i] for i in range(n)],

10 [sym_x[i] for i in range(n)]).transpose()

11 dfdl = [sp.diff(f, sym_p[i])

12 for i in range(pnum)]

13 d2fdx2 = [sp.diff(dfdx, sym_x[i])

14 for i in range(n)]

15 d2fdxdl = [sp.diff(dfdx, sym_p[i])

16 for i in range(pnum)]

f やその微分は分岐計算の実行ごとに変化するものではない

ため，一度の実行でコードとして書き出しておくことが望まし

い．Sympy を用いて導出した式オブジェクトは print() など

で Python形式のコードとして出力することができる．

7. 計 算 例

本節では，ここまでに記述した分岐解析手法及び Python ス

クリプトを用いて実際に非自律系の分岐曲線計算を行う．次の

三階 Duffing形方程式（20）を考える．

ẋ = y

ẏ = −0.05y − (3z2 + x2)x/8 + B cos t

ż = −0.05(3x2 + z2)z/8 + B0

(20)

分岐計算にあたり，まず JSON形式の入力ファイルに微分方

程式 (20)を記述の上，6.節の手法を適用する．得られたヘシア

ンをスクリプト内にハードコードさせた．本系では 4.節に示し

た三つの局所分岐のうち，接線分岐と NS分岐が発生する．NS

分岐曲線の追跡には特性方程式の実虚部分離操作を行わずに，5.

節の手法を用いて (x0, λ)について解いた．

B–B0 平面の分岐図を図 3に示す．図中 NS は NS分岐，Gi

は i 周期解の接線分岐を表す．青色領域は二つの 1 周期解が共

存する領域である．また，赤色領域は 1周期解と 3周期解が共

存する．灰色領域は 1 周期解が NS 分岐によって準周期化する

図 3 式 (20) の分岐図

パラメータであり，この領域ではトーラス崩壊によるカオス解

が存在する．青色と灰色が重なる領域では，一つの 1 周期解と

準周期解が共存する．青色と赤色の重なる領域では，三つの安

定解が共存する．着色のない領域はただ一つの 1 周期解が存在

する．

図 3を得るために使用したプログラムは，別途著者 githubリ

ポジトリの nonautonomous bf に配置している．

8. お わ り に

本解説では Pythonを用いた分岐解析ツールについて述べた．

位相平面図にかかる試行錯誤支援ツールや変分方程式の見通し

のよい表現について例を挙げて詳述した．特に後者においては，

反復やスライスも使わずに，連立微分方程式の行列表現と同様

のコンパクトな式表現を実現した．Pythonは計算速度など，イ

ンタプリタの抱える悩みもあるが，コーディング時の人為的誤

謬の介入が減ることはかけがえがない．

ところで，本文中で紹介した solve_ivp() は 2017年に登場

した関数であり，まだ例題も豊富ではなく，最適化や積分アル

ゴリズムの追加も継続されている．特に許容相対誤差，絶対誤

差パラメータにはデフォルトで比較的大きい値が設定されてい

るなど，今後の Python チューニング動向にも注意を払う必要

がある．
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解 説 論 文

情報空間と物理空間をつなぐ
集積システムのカタチ
Shape of Integrated System Interfacing between Cyber and Physical Space

三浦典之 Noriyuki MIURA

アブストラクト 爆発的に発展した情報技術を物理空間に生きる我々の暮らしの中で直接的かつ積極的に活用すること
で，個人の生涯と生活ひいては社会全体の質的改善に資する高度な情報サービスの実現が期待される．このような情
報空間と物理空間を積極的につなぐサービスにおいて，両空間の境界接点には，無数の集積回路で構成される集積シ
ステムが物理的な実態として必ず存在する．境界をつなぐ接点たるこれら集積システムに求められるインタフェース
機能と，それを実現する上での効率的な集積システムの物理的なカタチのあり方について解説し，今後の研究開発の
方向性を議論する．

キーワード 情報空間と物理空間の融合，集積システム，集積回路，インタフェース
Abstract The direct and active use of explosively evolved information technology in our physical daily lives can realize many

advanced information services, contributing to the qualitative improvement of our individual life and, as an extension, our entire

society. In such services with the active interaction between cyber and physical spaces, integrated systems consisting of

numerous integrated circuits always exist as a physical entity at the boundary between the two spaces. In this paper, the required

interface functionalities for the integrated system as the physical entity gateway connecting the boundaries are reviewed, and the

physical shape of the efficient integrated system to realize these functionalities is determined. The direction of future research on

such an interfacing integrated system is also discussed.

Key words Interaction between cyber-physical space, Integrated system, Integrated circuit, Interface

1. は じ め に

情報技術の爆発的な進化は，我々の社会に加速度的な変容
をもたらしている．新型コロナウイルスの世界的蔓延という
未曽有の災禍により社会は物理的に分断されたものの，情報
技術を駆使した仮想空間上の高度な情報サービスにより我々
はつながりを取り戻し，むしろ人類はこの物理的分断を乗り
越えた新たな高度情報社会を享受している．恐らく我々は，
情報技術の発展なしに，この世界的災禍をこれほど効率的か
つ迅速に乗り越えることはできなかったであろう．
この情報技術の爆発的発展をけん引してきたのは，コン
ピュータのダウンサイジングである．大きな部屋サイズほど
に大きかったコンピュータは，同一の性能を維持しながら，
デスク，ノート，手帳，腕時計，指輪サイズで実現できるほ
どに小型化を続けており，サイズを変えなければ，コン
ピュータの情報処理性能は，年々指数関数的に向上する．数

十年前に開発された部屋サイズのスーパーコンピュータを
我々はいまや手帳や腕時計やメガネのカタチで大量にもち歩
きながら，いつでもどこにいても極めて高性能な情報技術に
瞬時にアクセスできるようになった．我々の社会は，完全に
「情報」を中心とした高度情報社会へと移行し，いまなお爆
発的な進展を続けている．
このように社会を変容したコンピュータのダウンサイジン

グを実現した技術的な基盤は，半導体集積回路（IC）の微
細化である．コンピュータの核となるプロセッサ ICは，シ
リコン半導体で製造される無数のトランジスタで構成され
る．一つのプロセッサ ICチップに集積されるトランジスタ
数は，1年半から 2年で 2倍になるというムーアの法則に従
い，トランジスタは微細化を続け，指数関数的に集積度を高
め続けてきた．トランジスタ数の増加によって並列に処理で
きる情報量を増加できるだけでなく，微細化された一つ一つ
のトランジスタは高速かつ低消費電力で動作できるため，
チップサイズを変えなければプロセッサ IC 全体の性能は
年々指数関数的に向上する．一方，同一性能のプロセッサ
ICは，年々飛躍的に小型化し，低消費電力で動作できるよ
うになる．コンピュータのダウンサイジングは，このように
ムーアの法則に従う指数関数的な半導体微細化を核に推進さ
れてきた．
しかしながら，このムーアの法則に従う半導体微細化にも
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物理的・経済的限界が見えつつある．2022年現在で量産が
開始された最先端の半導体集積回路の製造プロセスでは，最
小加工寸法を意味するトランジスタゲート長が 3 nmにまで
微細化されている．シリコン原子の直径は，おおよそ
0.2 nmであり，3 nmのトランジスタゲートの一辺を構成す
るシリコン原子が僅か 15個程度しかないという驚異的な製
造条件で，1,000億個のトランジスタが集積されたプロセッ
サ ICが量産されている．加工精度の物理的な限界もさるこ
とながら，天文学的に高額な製造装置を開発するための莫大
な投資も必要である．グローバルな半導体市場は，拡大を続
けているが，投資と回収のエコシステムが健全に機能する市
場分野は，限定されてきており，少なくとも現在のシリコン
半導体の微細化を長期間にわたって維持継続するのは難しい
状況だと考えられる．
この従来の古典的なムーアの法則の限界を突破するため
に，更なる微細加工技術の追求，非シリコン材料の利用など
の物理的な解決策が幅広く研究されている．一方で，物理的
な解決策によらない情報科学的なアプローチとして，トラン
ジスタの微細化・集積度の向上による単純な情報処理性能の
改善を目指すのではなく，処理される情報の「価値」を高め
るコンピューティングシステムを追求することが，ムーアの
法則の限界を突破する一つの技術的方向性として考えられる
のではないだろうか．例えば，我が国が提唱する未来の社会
像である Society 5.0が示しているように，未来の情報技術
に求められることは，我々の抱える社会問題の解決や我々の
生活の幸福に直結するような「価値ある情報」の収集・抽出
と，それに基づいたサービスの自律的提供にある．これらを
実現するためには，我々の暮らす物理空間と情報空間の高度
な融合が求められる．大量に分散配置された高精度センサ
が，自律的に情報を収集して物理空間の様態を情報空間に転
写する．小型・低消費電力のエッジプロセッサは，収集され
たデータから価値ある情報をリアルタイムに抽出する．抽出
された価値ある情報に基づいて，高信頼のアクチュエータが
物理空間に必要なサービスを自律的に提供する．センサ，プ
ロセッサ，アクチュエータのいずれの構成要素においても技
術的な核となるのは，集積回路である．すなわち，Society
5.0という社会そのものが，無数の集積回路の集合体で形成
される巨大な集積システムとみなすことができる．この巨大
なシステムにおいて，情報空間と物理空間の境界接点には，
集積回路が物理的な実体をもって必ず存在する．それらの集
積回路にとっては，単純な情報処理性能の向上ではなく，取
り扱う情報の価値を高めるためにあるべき物理的なカタチが
考えられるのではないだろうか．
本論文では，以上の背景を踏まえ，ポストムーア時代の集
積システムのあるべきカタチに関する技術的方向性を議論す
る．情報空間と物理空間の融合を指向する社会において，両
空間の境界をつなぐインタフェース機能を高度化すること
が，取り扱う情報の価値を高める上での鍵となる．2 章で
は，集積回路のインタフェース機能を拡張する近接電磁場設
計について述べる．3章，4章，5章で，それぞれ近接電磁

場設計を利用したプロセッサ，アクチュエータ，センサシス
テムのための集積回路の新しいカタチについて論じ，6章で
結論と今後の展望を述べる．

2. 近接電磁場設計

集積回路は，前述のとおり，情報空間と物理空間をつなぐ
境界接点に物理的な実体をもって必ず存在するゲートウェイ
である．情報空間と物理空間の融合を指向する上で，両者の
物理的ゲートウェイが物理空間に対する優れたインタフェー
ス機能を有することは，取り扱う情報の価値を高める上で極
めて重要であろう．しかしながら，集積回路は，せいぜい数
mmサイズの物理的に微小な存在である．この小さな存在に
おいて，物理空間へのインタフェース機能を拡張するための
アプローチとして，近接電磁場の積極的な利用が挙げられ
る．
近接電磁場の利用の有効性を考えるための一つの例とし

て，図 1のように誘導素子，インダクタを考える．インダク
タは，「回路」としては，自己インダクタンス Lによって，
その動作は V=LdIdtという単純な数学的モデルで記述さ
れる．これは，インダクタに発生する誘導起電力 Vは，イ
ンダクタに流れる電流 Iの微分の L倍に比例するという回路
特性を表現した単なる数学モデルにすぎない．しかし，この
回路特性を実現する物理的な実体が必ず存在することを忘れ
てはならない．それは，集積回路の場合は，オンチップの金
属の「配線」で形成されたコイルである．そして，この配線
が，V=LdIdtの回路特性を発現するのは，その配線の周
囲に「電磁場」が発生するからである．配線の物理的形状と
周辺物質の存在によって形状変化する電磁場の様態が，数学
的に記述される回路の特性を変える．別の捉え方をすると，
配線という物理空間の実態が，電磁場を介して，回路の特性
として情報空間とのインタフェースをなしていると考えるこ
とができる．これはつまり，集積回路配線で形成されるコイ
ルは，µmオーダの極めて小さい物理実体ではあるが，極端
にいうと無限遠にまで広がるエネルギー場である電磁場を介
することで，集積回路における物理空間と情報空間のインタ
フェース機能を拡張できる可能性を示唆している．実際に
は，明示的に有効なインタフェース機能を発現できるのは，
回路特性との相互作用の取りやすい集積回路の周辺の近接電
磁場であるが，少なくとも小さな物理実体にすぎない集積回
路が，その外側にある物理空間とのインタフェース機能を拡
張する上で，近接電磁場の積極的な利用は極めて有効なアプ
ローチである．本論文の以降の章では，回路，配線，電磁場
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図 1 誘導素子の回路，配線，電磁場による表現



を統合的に捉えるこの「近接電磁場設計」に基づいて開発さ
れた新しいカタチの集積システムを紹介する．

3. 三次元集積システム

古典的なムーアの法則に従う半導体の微細化では，シリコ
ンの集積回路チップという二次元平面上に，微細化されたト
ランジスタを集積することで情報処理性能を改善してきた．
しかし，このムーアの法則に限界が見えつつある中で，トラ
ンジスタの集積化軸を二次元から三次元に拡張するアプロー
チが検討されてきた．トランジスタの微細化が鈍化しても，
集積回路チップを垂直方向に積層することで，集積度の向上
を維持若しくは加速することができる．この三次元集積シス
テムにおける最大の技術的課題は，積層されたチップ間の通
信方式にあった．単純にチップを物理的に積層して見かけ上
の集積度を向上するだけでは，システム全体としての情報処
理性能は改善しない．積層されたチップ間で高効率・高速の
通信がなされて，初めてシステム全体の性能が改善できる．
シリコンチップを貫通する電極を形成し，積層チップ間の
信号接続を実現する有線通信方式として，シリコン貫通電極
（Thru Silicon Via : TSV）技術が長年研究されてきた（図
2）．しかし，シリコンチップに高アスペクト比の貫通孔を開
け，その中に金属電極を形成する追加のプロセスが必要とな
るため，製造コストの増加をどうしても避けることができ
ず，適用可能な製品が限定されるという課題があった．この
課題を解決する低コストの回路ソリューションとして，近接
磁場を利用した三次元積層チップ間の無線通信方式，Thru
Chip Interface（TCI）が提案された(1)．集積回路の金属配線
で形成されたオンチップコイルの発生する近接磁場を介し
て，積層チップ間で通信を行う．既存の金属配線プロセスの
みでインタフェースを形成できるため，追加のプロセスが不
要であり追加コストがかからない．また，インタフェースが
集積回路の保護膜下にあり，外部との物理接触が一切遮断さ
れているため，TSVとは異なり，内部回路を静電気から保
護するための静電破壊保護回路が不要となる．TCI では，
通信チャネルの容量負荷が著しく軽減されるため，無線通信
方式ではありながら，有線通信式の TSVと同等の通信性能
が得られる（図 3）．
この近接磁場を通信インタフェースとして利用した新たな
カタチの三次元集積システムでは，積層されるチップの物理
的な薄膜化が性能改善に最も有効である．通常のシリコン

チップは，350 µm 程度の厚みで出荷されるが，これを 15

µm程度まで薄膜化して積層することで，垂直方向の通信距
離を短縮し，インタフェース性能を飛躍的に改善することで
システム全体の性能を引き出すことができる．例えば，TCI
の 1チャネル当たりのデータ転送速度は，最初期に開発され
た当初の 1.2 Gb/s/ch (1)から，数年の期間で 11 Gb/s/ch (2)，
30 Gb/s/ch (3)へと高速化されている．また，消費エネルギー
についても，140 fJ/b (4)，65 fJ/b (5)，10 fJ/b (6)と劇的に削減
されている．更に，近接場の利用はチャネルの並列・広帯域
化にも向いている．周囲に放射されていく遠方場とは異な
り，チャネル間の干渉が低減されるため，高密度の並列イン
タフェースが実現できる．この特徴を生かして 0.2 Tb/s (7)，
1 Tb/s (8)，最終的には 8 Tb/s（=1 TB/s）(9)の並列インタ
フェースが続々と開発されている．このように薄膜チップを
取り扱う先端実装技術と近接電磁場設計との統合設計により
飛躍的な性能改善がなされてきた．
更に集積システムの情報処理性能の改善だけでなく，集積

回路周辺の近接磁場を利用した無線インタフェースの特徴を
生かし，新機能を発現する新しいカタチの集積システムも多
数提案されている（図 4）．例えば，超小型のワンパッケー
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図 3 TCIのインタフェース性能

図 2 TSVと TCI 図 4 TCIを利用した新機能集積システム



ジ SSD (10)～(12)は，データ通信に必要だった NAND フラッ
シュメモリチップ間のボンディングワイヤ本数を，無線化に
よって 1/8に削減することで実現されている．また，同様の
理由で実装の自由度が高まる三次元プロセッサ(9), (13), (14)で
は，積層されるチップ枚数を制御することで性能，効率，コ
ストのバランスを制御できる．更に，データ通信のみなら
ず，電源供給も近接磁場によって無線化することで，完全非
接触型のメモリシステム(15)～(17)を実現することができる．一
切の機械的コネクタを省略し，メモリシステムを物理的に保
護することで長期信頼性を確保することができる．
このメモリの長期信頼性を極限まで追求した集積システム
として，恒久ディジタルアーカイブシステム，ディジタルロ
ゼッタストーン（Digital Rosetta Stone : DRS）が提案され
ている（図 5）．我々は毎日大量のディジタルデータを取り
扱っている．2025年には，全世界で生成・複製される年間
データ総量は，100 ZB（ゼタバイト=1021バイト）を超える
ともいわれている．この莫大なディジタルデータの宇宙，
ディジタルユニバースには，後世の人類へと継承すべき人類
のディジタル情報資産が大量に含まれている．これらの情報
資産をメンテナンスフリーで後世に継承するには，一度記憶
したら二度と消えることのない恒久メモリが必要である．
ディジタル形式のデータは保存やコピーが容易なため，一見
堅牢な情報記憶形式に感じられる．しかし，これは情報の記
憶容量が莫大であるというだけであり，一部のデータの欠損
が大量のデータ消失に直結する脆弱な側面ももっている．例
えば，現在のコンピュータシステムの大容量ストレージであ
る SSDは，手のひらサイズで TBオーダの記憶容量を有し
ているが，記憶素子のコアは，トランジスタの浮遊ゲート電
極に蓄積された微量の電荷に依存しており，1000年を超え
る恒久記憶寿命を実現することは到底できないであろう．し
かし，1799年にエジプトのロゼッタで発見された石柱であ
るロゼッタストーンは，2000年の時を超えて，後世の人類
に情報資産を実際に継承した．これは，花崗閃緑岩という安
定結晶体に刻印というカタチの構造体で情報を記憶したため

である．このように構造体形状を記憶素子として利用するこ
とで記憶寿命の恒久化が可能になる．しかしながら，従来の
ロゼッタストーンでは，ディジタルユニバースに存在する大
量のディジタル情報資産を保存できるだけの記憶密度が不足
している．そこで，微細半導体製造技術を利用した高密度構
造体メモリを製造すれば，記憶密度と記憶素子としての恒久
性を両立することができると考えらえる．ただし，半導体メ
モリの読み出しには，エネルギーの給電とデータ読み出しの
通信チャネルが必要である．このための電極をメモリに備え
ようとすると，電極の開口部からの酸素と水分の流入により
構造体メモリが腐食・故障することが分かっている．そこ
で，近接磁場を利用して，給電・通信チャネルを完全無線化
することで，開口電極を全て省略し SiO2/SiNなどの安定結
晶膜で構造体メモリを完全密封でき，1000年を超える恒久
記憶寿命を確保することができる(17)．
近接電磁場設計における技術的な課題は，無線の給電チャ

ネルと通信チャネル間の干渉にある．このシステムでは，読
み出しのためのヘッダとメモリとの距離を考えると，1辺が
数 mm サイズのコイルを必要とする．また，一般に通信
チャネルが mW級の電力で近接磁場を発生させて通信する
のに対し，給電チャネルは 100 mW級の電力の近接磁場を
発生させる必要がある．お互いに干渉の少ない近接磁場を使
用しているものの，空間的にも電力的にも給電チャネルから
通信チャネルへの干渉を無視できない．そこで，通信用コイ
ルの配線形状を工夫して 8の字巻き形状にし，通信用の近接
磁場を差動化して干渉低減を実現している(18)．図 5に示す
ように，8の字巻きの通信用コイルでは，左右のコイルで発
生する磁場の向きが逆転され差動化されており，同様に 8の
字巻きで差動の磁場を受け取れるコイルとのみ結合する．1
方向の一様な磁場を利用して結合する給電コイルに対して
は，中心を合わせて同心円状に配置することで，お互いに干
渉しない状態を確保することができる．このようにすること
で，大きなサイズのコイルを同じ位置に干渉なしで重ねて配
置することができるようになり，安定した給電・通信チャネ
ルを実現できている．高度な近接電磁場設計による近接磁場
形状の変化が，集積回路のインタフェース機能を拡張し，新
しいカタチの集積システムを実現した一つの典型例であると
いえるだろう．

4. 物理セキュリティインタフェース

現在の高度情報化社会において取り扱う情報の重要性は，
日に日に増している．経済的価値の高い情報だけでなく，個
人のプライバシーに関わる繊細な情報も，インターネット上
で頻繁にやり取りされており，強固な情報セキュリティ技術
が求められている．特に，情報空間と物理空間の融合を指向
する未来の社会では，情報空間からの自律的なフィードバッ
クが物理空間に直接作用するため，情報セキュリティに求め
られる深刻度は飛躍的に増すことになる．そして非常に残念
なことに，情報セキュリティを守ろうとする我々のような防
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御者側は，セキュリティを突破しようとする悪意ある攻撃者
側に対して圧倒的に不利な状況にある．セキュリティは，非
常に階層の深い技術分野である．防御者側は，暗号数学など
の極めて抽象度の高い階層から，暗号処理を実際に実行する
集積回路の半導体物性や電磁場環境までの物理的な階層を含
めて，全ての階層で情報を守りきらなければならない．これ
に対し，攻撃者側は，一点のセキュリティホールを突くこと
でセキュリティを突破することができる．
中でも，近年特に脅威となっているのが，階層の低い物理
層の脆弱性を突いたハードウェアレベルの物理攻撃である．
例えば，最もよく知られている物理攻撃として，暗号回路へ
のサイドチャネル攻撃が挙げられる．暗号は，情報の秘匿性
や完全性を担保する上で，最も強力なツールである．暗号の
情報セキュリティ上の安全性は，数学的に証明可能なもので
ある．しかしながら，どのような実装形態であれ，最終的に
暗号処理を実行するのは，集積回路のハードウェアである．
数学的に安全性が証明された暗号アルゴリズムであっても，
暗号処理中の回路の消費電力や漏洩電磁場などのハードウェ
ア実装に伴う副次的な情報（サイドチャネル情報）を利用さ
れることで，秘匿しなければならない秘密鍵などの情報が盗
まれてしまうことが分かっている．このサイドチャネル攻撃
は，回路の暗号処理中の消費電力や漏洩電磁場と秘密鍵との
相関を統計的に解析する手法である．残念なことに，高精度
な計測装置が安価で購入できるようになり，市販のコン
ピュータで大規模なデータの統計解析が容易にできるように
なったという技術の発展の悪用により，このような物理攻撃
が一般化して脅威となっている．そこで，このような物理的
な攻撃に対処するための物理セキュリティ機能を有する新た
な集積システムが求められている．
これまでにも，サイドチャネル攻撃をはじめとする物理攻
撃に対して，暗号回路の設計段階で対策を施した事前のプロ
アクティブ対策が研究されてきた．消費電力を回路動作によ
らずイコライズ（平滑化）することで，暗号秘密鍵の情報と
暗号回路の消費電力を無相関化する電源平滑回路(19)が提案
されている．しかし，直径数 100 µmの微小電磁プローブを
暗号回路コアの直上に近接させる近接電磁場解析攻撃によ
り，電源平滑回路をバイパスできることが分かっている．そ
こで，このような高度な物理攻撃に対して，物理攻撃そのも
のを検知し，即座に能動的に対処することで秘密情報を保護
する新たなカタチの集積システムが提案されている（図 6）．
物理攻撃に応答するこの物理セキュリティインタフェースで
は，暗号回路コアをはじめとするセキュリティ IC内に集積
された物理攻撃センサで物理攻撃を常時監視する．攻撃検知
後に直ちに能動対処回路を発動し，プロアクティブにではな
く，リアクティブに攻撃を無効化する．
図 7は，前述の微小電磁プローブによる近接電磁場解析攻

撃に対抗する物理セキュリティインタフェースの実装例を示
している．物理攻撃センサの原理は，「観測対象に擾乱を与
えずに観測することはできない」という物理の大原則に基づ
く．微小電磁プローブは，集積回路内に配置された暗号回路

コアの直上に近接され，処理中の暗号回路が消費する消費電
流に起因する近接電磁場を観測しようとする．この際，微小
電磁プローブは，観測対象となる近接電磁場そのものに擾乱
を与える．この微小電磁プローブの接近に伴う電磁場の擾乱
を攻撃として検知する．このための物理攻撃センサとして，
図 7の実装例では，オンチップコイルを用いた LC発振器を
利用している(20)．電源平滑回路を含めて暗号コア全体を覆
うように二つのセンサコイルを配置する．それぞれのセンサ
コイルで LC発振器を構成し，保護対象回路周辺に近接磁場
を発生する．微小電磁プローブの接近は，この近接磁場を減
少させるため，等価的にセンサコイルの自己インダクタンス
Lが減少したかのように LC発振器が振る舞うことから，プ
ローブの接近を発振周波数の増加により物理攻撃として検知
することができる．この際，二つのデュアルセンサコイルを
用いる理由は，二つの LC発振器の発振周波数の相対的な変
化を一方が他方の基準となることでロバストに検出できるよ
うにするためである．もし，このような構成を取らない場合
は，攻撃者にコントロールされる可能性のある周波数基準を
外部から挿入するか，大きな電力と面積を消費する絶対的な
周波数基準発生回路を搭載する必要がある．IoT機器やド
ローンなどのオープンなフィールドで自律稼働するデバイス
は，物理攻撃の対象となりやすい．しかし，そのようなデバ
イスでは，物理サイズや消費エネルギー制約が厳しく，本実
装例のような安全かつ軽量な物理セキュリティインタフェー
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図 6 物理セキュリティインタフェース

図 7 近接電磁場解析攻撃用のセキュリティインタフェースの実
装例



スが求められている．
物理攻撃には，様々な方式があり，もう一つの深刻な攻撃
は，暗号回路に意図的に一時的な故障を注入する故障注入攻
撃である．故障時の誤った出力暗号文と正常時の正しい出力
暗号文を比較し，処理を逆算することで秘密鍵を暴露する．
意図的な故障を注入するために，高出力の電磁場やレーザを
暗号回路に照射する．特に，レーザを用いた故障注入（La-
ser Fault Injection : LFI）による攻撃は，最も強力な故障注
入攻撃の一つである．パルスレーザを集光することで，時間
的・空間的に高い解像度で正確に故障を注入でき，一度の攻
撃でほぼ全ての秘密鍵を解読することも可能となる．前述の
サイドチャネル攻撃が，暗号回路側を観測するだけのパッシ
ブな攻撃なのに対し，故障注入攻撃は，暗号回路に明示的な
外乱を与えるアクティブな攻撃である．したがって，物理攻
撃センサにとっては，検出しやすい攻撃といえる．
図 8は，この LFI攻撃に対抗する物理セキュリティイン
タフェースの実装例である．シリコン ICの暗号回路に故障
を注入するレーザは，可視光から近赤外線領域の光の電磁場
である．光を検出するセンサとしては，イメージセンサに使
われるシリコンフォトダイオードが考えられるが，1 µm以
下に照射スポットを集光されたレーザを確実に検出するため
には，大量のフォトダイオードを高密度に配置する必要があ
り，面積ペナルティが大きい．そこで，このインタフェース
では，光そのものを検知するのではなく，光のエネルギーに
よって故障が誘発される際のシリコン IC基板内の異常現象
を検知する．レーザを照射されたシリコン半導体では，光電
効果によりシリコン結晶内で電子が励起されて導電電子と正
孔の対が大量に生成される．レーザが，回路内部で高い電圧
を保持しているノードに照射されると，生成された電子と正
孔の対が，低い電圧ノードである基板に向けて大量に流れ
る．この大きな電流により，保持されていた高い電圧が低い
電圧に放電されると故障が起こる．正常時には，電流が全く
流れない基板内のこのような異常電流を検出することで攻撃
を検知することができる．この現象は，ICの古典的な問題

であるソフトエラーと同様であり，ソフトエラー検知回路を
応用した LFIセンサが提案されている(21)．シリコン基板と
は，IC回路全体で共有している共通ノードであり，ここに
流れる異常電流を検知するために高密度にセンサを配置する
必要はないため，フォトダイオードによる攻撃センサ実装に
比べて面積ペナルティを低減することができる（図 8）．
物理攻撃検知後の能動的な対処の方式は，現在，盛んに研

究されている技術分野である．攻撃検知後に，暗号処理を停
止する方式は，情報を保護する上で汎用性が高い．しかし，
停止方式にも様々な手段がある（図 9）．まず，単純に電源
ラインを開放するだけでは，暗号コア内部に処理中の中間値
情報を含む電荷が残留するため，セキュリティ上の課題が残
る．単純に内部状態をリセットする方式も，中間値情報を含
む電荷の放電過程が電源ライン経由で観測され情報が漏洩す
る可能性がある．そこで，図 9(a)のように両方式を統合し
た手法が提案されている(21)．この方式では，攻撃検知後に
電源ラインとグランドラインの両方を開放したのちに即座に
電源シャントスイッチをオンし，暗号コアの残留電荷を暗号
コア直近でローカルに瞬時一括消去することで中間値情報の
漏洩も回避することができる．
もう一つの極端な停止方法として，瞬時に自己破壊して永

久停止する方法もある．図 9(b)に示したように，攻撃検知
後にオンチップコイルに電流 IMを瞬時に流して，近接磁場
にエネルギーを蓄え，この磁場エネルギーを瞬間的に開放す
ることで，10 V以上の高電圧パルスを発生することができ
る．この高電圧パルスを暗号コアの秘密鍵レジスタに印加す
ることで，暗号コアを永久に破壊することができる(22)．前
述のとおり，多くの物理攻撃は，統計的な手法を利用する．
この瞬時自己破壊回路により，初回の物理攻撃で永久に暗号
コアの動作を停止することで，統計情報を得るための繰り返
し攻撃を無効化できる．以上のような動作停止型とは異な
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図 8 LFI攻撃用のセキュリティインタフェースの実装例

図 9 暗号回路の停止方式 (a)電源瞬時停止型，(b)瞬時自己
破壊永久停止型．



り，攻撃検知後に秘密鍵を更新して暗号処理を継続する対処
方式(23)も提案されており，今後も物理攻撃に能動的に応答
する新しいカタチの集積システムが開発されていくだろう．

5. 知的センサシステム

センサは，物理空間の様態を情報空間に転写し，物理空間
をコンピュータに理解できるカタチに変換する機能である．
センサは，集積システムにおける物理空間からの最初の情報
入力を担い，以降のプロセッサ，アクチュエータの性能を律
則しうるため，収集する情報の価値が最も重要視される．単
なる量的なセンサの情報収集性能を高めるだけでは，むしろ
システム全体の効率を損なう可能性さえあり，センサ末端に
おいて質の高い価値ある情報を自律的に収集する能力が求め
られる．つまり，センサは，賢く知的に動作する必要があ
る．
例えば，恐らく多くの人が 1日で最も長い時間使用してい
るセンサ，タッチセンサを例に挙げる．タッチセンサは，
我々が普段持ち歩いてるスマートフォンやタブレットの主要
ユーザーインタフェースである．多くの場合，静電容量検出
型が採用されており，スマートフォンのディスプレイ表面に
格子状に実装された透明電極間の近接電場を利用して，接触
物体に伴う電場変動から接触位置を検出している．一般的な
スマートフォンに搭載されているタッチセンサは，人間の指
を主要な計測対象としており，その電極ピッチとしては
1 cm（=10 mm）程度のものが主流である．近年，この電極
ピッチ解像度を 10倍にした 1 mmピッチのタッチセンサが
開発された(24)．電極ピッチ解像度を 10倍にすることで，電
極の格子点数は，102=100倍になり，計測可能な電場情報
が 100倍になる．しかし，これは必ずしもよいことではな
い．センサシステムにとっては，走査しなければならない計
測点数が 100倍になることを意味し，単純に全てのデータを
収集しようとすると後段の処理が追い付かず，リアルタイム
動作が損なわれる．そこで，不正確ながら全格子点を一括で

スキャンしたのち，物体の接触の可能性が高い部分に候補を
絞って，限定的に詳細な近接電場スキャンを行う 2段階ス
キャン方式が提案されている(24)．この方式により，1 mm
ピッチの高解像度で，筆の毛量のような微細で繊細な接触物
体の様態をリアルタイムに検知でき，自然なタッチで体感で
きる電子書道が実演されている（図 10）．また，そのような
機微な計測中の近接電場の特徴量を機械学習によって抽出す
ることで，個人の筆跡を高精度に認証するシステムも検討さ
れている(25)．いずれの実装例も，周辺回路のアクティブな
制御により，近接電磁場が賢く設計・利用されている．
このような知的センサシステムにおいても，セキュリティ

は極めて重要な機能要件である．センサ情報を利用するあら
ゆる集積システムにおいて，センサ情報の操作・改ざんは，
後段情報処理の致命的な誤動作や攻撃への踏み台に利用され
る可能性がある．そこで，計測情報の信頼性を確認するため
に，計測データと計測デバイスのペアリング認証が必須であ
る．暗号技術に基づいたディジタル署名方式は，一つの解決
策である．しかし，この方式は，鍵情報に基づくディジタル
ドメインでの署名演算処理の安全性が保証されているだけ
で，計測データそのものが信頼のおける計測デバイスで実際
に計測されたものであるかを物理的に保証するスキームでは
ない．鍵情報の漏洩を含めて，ディジタル署名だけでは，な
りすまし攻撃の脅威を完全に排除することはできない．そこ
で計測データ自体に必然的に刷り込まれている計測デバイス
の固有特性を計測データそのものから抽出して認証する物理
的なセキュリティ技術が提案されている(26)．センサを構成
する半導体デバイスの製造時の素子の計測特性ばらつきを利
用して，計測データから計測デバイスの固有性を抽出して
データとデバイスのペアリングを行う．このような物理的な
センサの指紋は，人為的にコントロールできない半導体の微
細な製造ばらつきを利用しているため，完全な複製を作り出
すのは難しい．しかし，そのデバイスの計測データを大量に
深層学習することで，一部を模擬できることは分かってい
る．これに対しては，模擬された指紋の違和感を判定する深
層学習認証器を追加実装することで，このような高度ななり
すましを無効化できることも分かっている(27)．また近年，
地方自治体で進められているインフラの自動監視システムに
おいてもセキュリティが重要視されており，このような物理
セキュリティ技術の社会実装も本格化している．図 11に示
したように，インフラを監視するネットワークカメラにおい
て画像データと撮影カメラデバイスのペアリング技術が導入
されている(28)．カメラのイメージセンサの製造ばらつきを
利用したこの技術では，センサデバイスにおいて，二次元配
列されたフォトダイオードの光電変換特性の面内の不均一性
（Photo Response Non-Uniformity : PRNU）を利用している．
この物理セキュリティ技術もセンサに流入する光（電磁場）
と集積回路との相互作用に基づいて設計されており，広い意
味で近接電磁場設計の一部といえる．
このように高いセキュリティ機能を有する知的センサシス

テムは，我々に身近な暮らしや社会の中での積極的な活用を
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図 10 高解像度タッチセンサによる電子書道デモ機



期待できる．例えば，コンピュータが我々の感情を理解し，
我々のこころの状態に寄り添ったサービスを提供することが
できれば，社会はより豊かな方向へと進んでいけるのではな
いだろうか．しかし，脳活動から感情の状態を高解像度に推
定できる fMRIなどは，専用の部屋に置かれた大型の装置で
あり，到底日常生活で使用できるカタチではない．そこで，
人や環境に負荷をかけない新たなカタチが必要ではないかと
考えられる．図 12は，複数の市販の小型生体情報センサと
深層学習を利用した感情推定システムの実験セットアップと
その感情推定結果を示している．このマルチモーダルセンサ
システムでは，カメラで撮影した表情画像と，皮膚電気信
号，血管容積脈波信号，脳波信号を同時計測して，感情との
相関をもつ特徴量に統合し，特徴量から深層学習により感情
推定結果を出力する．大量の特徴量を用いて感情を推定して
いるが，その中には当然，感情推定への貢献度の高いものと
低いものがある．これを可視化することで，感情推定への貢
献度の低い生体センサを省略し，身体負荷を低減することが
感情推定精度の改善に有効であることも分かっている(29)．
そこで，未来の技術として，身体負荷を極限まで低減するた
めに，目に見えない粉末のように小型の感情推定に特化した

センサシステムの構想も議論されている(30)．このように，
取り扱う情報の価値を高める新しいカタチの集積システムが
今後も議論され，近接電磁場設計による貢献も期待できる．

6. 結 論

かつて栄華を誇った我が国の半導体企業が，次々と市場か
ら撤退していくのをわき目に，世界半導体市場は，順調に拡
大を続けてきた．また，コロナ禍に起こった半導体不足が，
グルーバルな社会のあらゆる側面で問題を引き起こした状況
を見ても，「半導体は産業のコメ」などといわれていたかつ
ての時代から更に発展し，真の意味で世界の必需品となっ
た．このような状況下で，我が国の半導体集積回路分野は，
明らかに衰退の一途を辿っている．しかし，世界のどの分野
を見渡してみても，あらゆる製品・サービスを最終的に差別
化する最重要要素は，集積回路である．そして，これら集積
回路の集合体が形成する集積システムは，もはや我々の暮ら
しと社会を包含しつつある．我々は，人と共存し，社会を良
い方向へと導く集積システムのカタチを今後も追い求めてい
く必要がある．その中で，近接電磁場設計をはじめとする集
積回路レベルの新たなインタフェース技術が，情報空間と物
理空間をシームレスにつなぐ未来の集積システムのカタチを
示すと信じている．
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解 説 論 文

音波照射加振を用いた非接触音響探査技術
によるコンクリート構造物の非破壊検査
Non-Destructive Inspection of Concrete Structures by Noncontact Acoustic
Inspection Technology Using Acoustic Irradiation Induced Vibration

杉本恒美 Tsuneyoshi SUGIMOTO

アブストラクト コンクリート構造物の点検には，一般的に叩き点検が用いられているが，熟練作業者の減少に伴い，点
検作業の効率化が求められている．様々な手法が開発されているが，多くの手法は検査表面に接近して使用する必要
があるために，作業効率の改善には結びついていない．そこで，遠距離から非接触で叩き点検と同様な検査を可能と
する音波照射加振とレーザドップラー振動計を用いた非接触音響探査技術が開発された．既に供試体や実構造物に対
する検証実験が行われて，本手法の有効性が明らかにされているため，その最新動向について紹介する．

キーワード 音波照射加振，レーザドップラー振動計，非破壊検査，非接触音響探査，トーンバースト波
Abstract Tapping inspection is generally used for the inspection of concrete structures, but as the number of skilled workers

decreases, the efficiency of inspection work must be improved. Various methods have been developed, but only a few of them

have been linked to the improvement of work efficiency, because they must be used close to the inspection surface. Therefore, a

noncontact acoustic inspection technique using acoustic-irradiation-induced vibration and a laser Doppler vibrometer has been
developed, which enables a noncontact inspection similar to a hitting inspection from a long distance. Since verification

experiments on specimens and actual structures have already been conducted and the effectiveness of this technique has been

clarified, the latest trends will be introduced.

Key words Acoustic-irradiation-induced vibration, Laser Doppler vibrometer, Nondestructive inspection, Noncontact acoustic
inspection, Tone burst wave

1. は じ め に

1.1 コンクリート構造物に対する非破壊検査
手法

我が国は地震の多い国でもあるため，コンクリート構造物
や建築物の外壁に対する検査・点検は維持管理の観点から重
要である．特に，高度成長期に建設されたトンネルや橋梁と
いったインフラを支える様々なコンクリート構造物の劣化が
問題となっており，2012年 12月に発生した笹子トンネルに
おける天井板崩落事故以降，検査点検の重要性は一般にも広
く認識されている．そのため，国土交通省によりトンネルや
2 m以上の橋梁などの場合は 5年ごとの近接目視などによる
点検が，外壁の場合は竣工，改修などから 10年を経て最初
の調査の際には全面打診などによる点検が義務付けられてい
る．

しかしながら，検査手法としては，未だに目視点検やハン
マーによる叩き点検法が主として用いられているというのが
実情である．目視点検については，車両やドローンに搭載し
た高精細カメラにより置き換えることが可能であるが，検査
対象面に見える微細な亀裂などは確認できるものの，内部欠
陥の有無については分からないという問題がある．ハンマー
による叩き点検は，簡便ではあるものの打撃音に含まれる周
波数成分を検査者自身が聞き分ける必要があるため，欠陥の
識別には経験が必要である．ところが，我が国の少子高齢化
の進行に伴い，熟練の叩き点検作業者の不足が目立ってきて
いる．更に経験と勘を必要とする作業のため，代替作業者の
育成が容易には進まないことから，将来的には作業経験が少
なくとも実施できるような定量的な点検手法の開発や点検作
業自体の効率化・自動化が求められている．
既に開発された定量的な非破壊検査手法としては，インパ

クトエコー法(1)，超音波探査法(2)，レーダー探査法(3)，フー
ド付きマイクを用いた打音法(4)などが挙げられる．しかしな
がら，これらの手法は，測定対象面に測定機材自体を接触若
しくは近接させる必要があり，足場や高所作業車が必要とな
るために，実際の点検作業効率の改善には結びついていな
い．そのため，遠距離から非接触かつ従来の叩き点検法と同
等な検査が可能な点検手法の開発が期待されている．
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1.2 遠距離非接触で実施できる非破壊検査手
法

遠距離から実施できる非破壊検査が可能な手法として，ガ
スガンを用いた圧力波による衝撃探査法(5)，ウォータガンを
用いた水撃探査法(6)が提案されている．しかし，前者は連続
測定に難があり，後者は大量の水を必要とするという問題が
ある．一方で，赤外線カメラを用いれば，計測対象面近傍の
温度分布を非接触で測定することが可能である(7)．しかしな
がら，健全部と欠陥部における熱拡散率の差を利用した手法
であるため，温度変化が少ないトンネルや橋梁下部などにお
いてはヒータなどによる加熱を必要とするほか，一般的には
日照などによる温度変化の影響を受けやすいという問題点が
ある．この日照などの影響を避けるためにあえて 5～8 µm
の波長帯域に感度をもたせた赤外線カメラを用いた報告(8)も
あるが，大気中の減衰も大きくなり，10 m以上の遠距離で
の計測には適していない．更に 2022年 4月 1日施行された
国土交通省告示第 110号にはドローンに搭載された赤外線カ
メラによる外壁調査も認められているものの，テストハン
マーによる打診と同等以上の精度が要求されているため，実
際には誰でもできるというわけではなく，赤外線カメラの原
理と特性をよく理解した技術者が必要になるという問題点が
ある．
また，レーザ照射加振を用いたレーザリモートセンシング
法(9)も遠隔から欠陥を検出できる方法であるが，コンクリー
トや外壁タイルの場合には，金属に比べると融点が低いた
め，検査点が熱ダメージを受けて微破壊されてしまう問題が
ある．この熱ダメージを回避するために，レーザ誘起プラズ
マから発生する衝撃波を用いた手法(10)も提案されているが，
対象物表面近傍に強力なレーザを正確に集束させる必要があ
るため，レーザ照射加振と同様に，実用上の安全性には課題
があると考えられる．

1.3 非接触音響探査法

そこで，音波照射加振により発生する欠陥部上のたわみ共
振振動をレーザドップラー振動計（LDV : Laser Doppler
Vibrometer）で検出するという非接触音響探査（NCAI :
Non-Contact Acoustic Inspection）法を考案した(11)．本手法
では，欠陥部上で発生するたわみ共振現象を，その共振周波
数を含む音波を照射することにより発生させることにより，
LDVを用いて遠距離非接触での欠陥探査を実現できる．最
初に 10 mの離隔でも，コンクリート供試体内にある空洞欠
陥を検出できることを示した(12)．そして，実用上の欠陥検
出性能を向上させるために，シングルトーンバースト
（STNB : Single ToNe Burst）波，時間周波数ゲート(13)，振
動エネルギー比(14)及びスペクトルエントロピーを用いた欠
陥検出アルゴリズム(15)及び高速計測を可能にするマルチ
トーンバースト（MTNB : Multi ToNe Burst）波(16)などが考

案された．実際に，トンネル，高架橋(17)及び地下空洞(18)と
いった実コンクリート構造物における探査実験，タイル外壁
供試体を用いた飛行中のドローンからの音波照射加振実
験(19), (20)などが実施されている．更に面的な振動速度分布を
利用して内部欠陥に起因する共振現象と LDV自体の共振現
象を識別することができる空間スペクトルエントロピー
（SSE : Spatial Spectral Entropy)(21), (22)や送信した信号により
加振されたかどうか判定する共振判定処理(23)なども考案さ
れている．ここでは，この NCAI法について紹介する．

2. 非接触音響探査法の概要

2.1 基本セットアップ

非接触音響探査法の基本構成を図 1に示す．音源としては
長距離音響発生装置（LRAD : Long Range Acoustic Device）
若しくは強力超音波音源(24)などを使用し，発生した音波に
より測定対象壁面を励振し，励振時の壁面上の振動速度を高
感度のスキャニングレーザドップラー振動計（SLDV : Scan-
ning Laser Doppler Vibrometer）若しくは LDV を使用して
二次元的な振動速度分布を計測する．もし，壁面内部に水平
方向のひび割れなど欠陥が存在すると，その欠陥部上は健全
部に比べると曲げ剛性が低下するため，音波のような微弱な
力でもたわみ共振を発生させやすくなっている．そのため本
手法では，欠陥部のたわみ共振周波数を含んだ音波により，
ハンマーによる叩き点検法と同じたわみ振動を発生させ，計
測対象の表面近くに存在する欠陥を検出することができる．

2.2 音波送信方法

本手法では欠陥部のたわみ共振を利用しているため，その
周波数を含んだ音波を送波する必要がある．一方で，高感度
LDV の場合，計測対象からの反射音波の影響による LDV
自体の振動が S/N（Signal to Noise ratio）比を低下させてし
まうことがある．そのため，反射音波の影響のない時間帯で
計測するためには，連続的な波形ではなく間欠的な波形で計
測することが望ましい．そこで，図 2に示すような 1回の送
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波で一つの周波数を使用する STNB波(13)，1回の送波で複
数の周波数を使用するMTNB波(16)が考案された．どちらも
欠陥部のたわみ共振を効率的に発生させるために同じ周波数
を一定時間駆動させた上で，欠陥探査に必要な周波数帯域を
カバーするように工夫されている．必要とする周波数範囲に
も依存するが 20 m を超える遠距離になると，反射音波が
戻ってくるまでに時間的な余裕があるために，必要な周波数
帯域全てを一度に送出することが可能となる．そのため，特
に遠距離での高速計測には MTNB 波が適しているといえ
る．なお，単純に周波数を多く含んでいるという意味では白
色雑音やチャープ波でも良さそうに思われるかもしれない
が，そのような波形をコンクリート供試体で実際に使用して
みると，結果的に計測される振動速度の S/N比が低下して
しまうことが明らかになっている．これは送信信号に含まれ
る特定のたわみ共振周波数成分が少ないために，コンクリー
ト構造物では効率的な励振ができないことを示していると考
えられる．

2.3 振動エネルギー比

フード付きマイクを用いた打音法(4)では，打撃力振幅値で
打撃音振幅値を正規化する，いわゆる振幅値比を用いること
で欠陥の深さや部材の厚さの定量的な評価が行われている．
NCAI法における計測値はあくまでもレーザドップラー振動
計による振動速度のみになるため，同様な評価を適用するこ
とはできないが，ある周波数範囲での振動速度のパワースペ
クトルの和を振動エネルギーに対応する値であると考える

と，欠陥部と健全部には明確な差が生じていることが考えら
れる．そこで，振動エネルギー比（VER : Vibrational En-
ergy Ratio）を式(1)のように定義する．

[VER]=10 log


2

1
(PSD)df


2

1
(PSD)df

(1)

ここで，PSDは各計測点のパワースペクトル密度を，
PSDは計測されたパワースペクトル密度の最低値である．
f及び fは積分の下限及び上限周波数である．実際のコン
クリート構造物では健全部でもばらつきがあることが考えら
れるが，ここでは得られた振動エネルギーの最低値を健全部
の基準として計算する．

2.4 スペクトルエントロピー

受光漏れによる光学ノイズは，ドップラー効果として算出
される振動速度に影響して大きな振幅となって検出される．
この信号の周波数特性は白色雑音に近い特性を示す．そこ
で，信号の白色性を表す特徴量であるスペクトルエントロ
ピー（SE : Spectral Entropy）を導入する．これは，信号の
スペクトルを確率分布とみなし，情報エントロピーを計算し
たもので，次式で定義される．

SE=−∑

p log p , p=

S

∑

S

(2)

ここで，S は測定点での振動速度のパワースペクトルであ
る．スペクトルエントロピーはスペクトルが均一な白色信号
では高い値となる．したがって，健全部及び受光漏れによる
計測不良点では，スペクトルエントロピーは高い値を示すこ
とになる．

2.5 二つの音響特徴量を用いた欠陥検出アル
ゴリズム

前述の振動エネルギー比とスペクトルエントロピーといっ
た二つの音響特徴量を組み合わせることにより，しきい値を
適切に選択することができれば，欠陥部，健全部及び計測不
良点の識別が可能となる（表 1参照）．
例えば，欠陥部では振動エネルギー比は高いが，白色性は

低いためにスペクトルエントロピーは低い値を示す．逆に健
全部では振動エネルギー比は低いが，白色性は高いためにス
ペクトルエントロピーは高い値を示す．また，計測不良点の
場合には，振動エネルギー比とスペクトルエントロピーの両
方が高い値を示すことになる．したがって，図 3に示すよう
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図 2 トーンバースト波の模式図(16) (a)シングルトーンバース
ト（STNB）波，(b)マルチトーンバースト（MTNB）波．

表 1 健全部・欠陥部・計測不良点の識別 17)

振動エネルギー比 スペクトルエントロピー
健全部 低い 高い
欠陥部 高い 低い
計測不良点 高い 高い



な欠陥検出アルゴリズムが考えられる．なお，音響特徴量の
しきい値は，コンクリートの配合や経年変化による影響も受
けることが考えられるために一律に定めることは困難である
が，ここでは便宜的に以下のように定めている．最初に振動
エネルギー比のしきい値は，コンクリート供試体における健
全部同士の振動エネルギー比のばらつき具合から，He-Ne
レーザを用いた SLDVの場合には約 3.6 dB以下はほぼ健全
部とみなしてよいことが判明している(14)．スペクトルエン
トロピーのしきい値は，健全部としてみなされた領域の最小
値若しくは標準偏差 σ と平均値 μ を利用した μ−2σ及び
μ−3σの値のうち，どれかを計測対象の音響特性により選択
して用いている．

2.6 共振判定処理

図 4に示すように，LDVにより計測された振動速度信号
を，音波により加振されたと想定される時間帯で複数区間に
分けて，それぞれの区間に送信周波数が含まれているかどう
かを調べ，全ての区間に送信周波数が含まれていた場合の
み，受信信号として用いるという手法である．この共振判定
処理(23)は，ドローンからの音波照射時のように音源位置が
時間変化する場合に，実際に音波照射信号に含まれている周
波数で振動したかどうかを判定するために考案された手法で
あるが，加振音波の周波数で振動した計測データのみを映像
化に使用することになるため，欠陥部の明瞭な検出にも用い
ることが可能である．

3. コンクリート供試体における計測例(14), (25)

3.1 実験セットアップ

実験セットアップ図を図 5に示す．加振用音源としては
LRAD-300X（Genasys Inc.）を，計測用レーザドップラー
振動計としては SLDV を使用し，検査対象面から約 5～
5.8 m程度の位置に設置した．このとき，直接波の影響を低
減するために，SLDVは LRADのやや斜め後方に配置して
いる．

3.2 実験結果例 I（検出可能な大きさと深さ）

円形模擬空洞欠陥（25 mm厚の発泡スチロール）を埋設
したコンクリート供試体における欠陥配置図を図 6に示す．
最初に検出可能な大きさと深さを調べるために，欠陥中心部
の共振周波数の検出を行った（欠陥中心に音源を正対）．
2012 年当時の探査結果例を表 2 に示す（SLDV としては
PSV-400-H4（Polytec GmbH）を使用）．表は 2段になって
おり上段は岩検ハンマーを用いた叩き点検によるブラインド
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図 3 二つの音響特徴量を用いた欠陥検出アルゴリズム(15), (17)

図 4 共振判定処理における受信波形分割の概念図(23) 図 5 NCAI法の基本セットアップ図(26)



テスト結果（検査者全員の結果が一致しない場合は△），下
段は NCAI法による欠陥中心部における共振周波数の探査
結果例である（模擬欠陥の共振ピークは確認できるものの，
SLDVヘッド共振における振動速度スペクトル値よりも低い
場合は△）．背景が灰色の領域が検出可能と推定される領域
であり，叩き点検とほぼ同等の大きさ・深さが検出可能であ
ることが分かる．一方，薄い円板の場合の周辺単純支持のた
わみ共振周波数の理論式(26)は式(3)のように表すことができ
る（＊係数はポアソン比 0.2のとき）．

4.783

2π
h
a  E

12ρ(1−ν)
(3)

ここで，aと hは欠陥部の半径と深さ，E，ρ及び νはそれ
ぞれコンクリートのヤング率，密度及びポアソン比である．
表 2の結果をたわみ共振の理論値と比較した場合の結果を図
7に示す（図中の〇印は実測値，実線は理論値）．なお，計
算においてヤング率，ポアソン比及び密度はそれぞれ，
30 GPa，0.2及び 2300 kg/m3を用いている．図より，直径
300 mm の欠陥部の共振はたわみ共振理論式（周辺単純支
持）に近いことが確認できる．また，欠陥径が小さく，埋設

位置が深くなるほど，理論式とはかい離していく傾向にある
ことが確認できるが，これは，通常用いられている古典理論
が薄板を想定したものであるためと考えられる．

3.3 実験結果例 II（全面計測）

次に音源を供試体中心に正対させ，供試体全面の計測を
行った（2021年実施，SLDVとしては PSV-500-Xtra（Pol-
ytec GmbH）を使用）．なお，ここでは直径 100～300 mmの
欠陥を計測対象としている．加振用音波としては周波数範囲
1～7 kHzの STNB波(13)（パルス幅 3 ms，インターバル時間
30 ms，波形全体の時間長さ 930 ms）を用いた．また供試体
全体に 100 dB以上の音圧がかかるように，供試体中央部に
おける音圧を約 110 dB とした．計測領域（図 6 の赤線枠
内）の大きさは約 120×174 cm2，計測点数は 589（縦 19×
横 31）点，加算平均回数は 3 回で，計測時間は約 38 分で
あった．図 8(a)に振動エネルギー比分布例を示す．図より，
直径 300 mm及び 200 mmの欠陥については深さ 60～80 mm
程度までは検出できていることが分かる．ただし，振動エネ
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表 2 検出された共振周波数（2012 年当時)(14) 上段：岩検ハンマーによるブラインドテスト結果，下段：
NCAI法により検出された共振周波数．

単位（mm） 深さ 100 深さ 80 深さ 60 深さ 40 深さ 20 深さ 10

直径 50 ─ ─ △
×

△
×

×
×

×
×

直径 100 ─ ×
×

×
×

×
×

△
○ 5430 Hz

─

直径 150 ×
×

×
×

△
△ 4958 Hz

△
○ 4449 Hz

─ ─

直径 200 ×
△ 4557 Hz

×
△ 4389 Hz

○
○ 3733 Hz

○
○ 2762 Hz

─ ─
岩検ハンマー

直径 300 ○
△ 3155 Hz

○
△ 2734 Hz

○
○ 2106 Hz

○
○ 1449 Hz

─ 上段：岩検ハンマー
下段：非接触音響探査法

図 6 コンクリート供試体の円形模擬欠陥配置図(26) 図中の数
値は欠陥径と深さ（例：ϕ直径×深さ mm）．

図 7 計測された共振周波数とたわみ共振理論値の比較



ルギー比表示では，最も振動が大きい箇所以外は色みが薄く
なってしまい，やや欠陥部の検出が明瞭でない印象を受け
る．そこで，同じデータに対して，共振判定処理(23)を行い，
振動エネルギーで表示した例を図 8(b)に示す（最大振動エ
ネルギー値を 1.0e－10（m/s）2に制限）．図より，明瞭な欠
陥部の検出が行えていることが分かる．

3.4 実験結果例 III（四分割計測）

供試体全体を一気に計測した場合，計測点数及び音圧分布
の影響で，明瞭に検出できない欠陥があることから，図 9に
示すように 4区画に分けて計測を行った．どの計測領域でも
計測点数は 357（縦 17×横 21）点，加算平均回数は 3回で，
計測時間は約 13～14分程度であった．また，領域ごとに必
要とされる周波数帯域が異なるために，A1～A4の領域でそ
れぞれ 1.5～5.0 kHz，2.5～3.5 kHz，4.5～7.5 kHz，5.0～
8.0 kHzの周波数帯域の STNB波（パルス幅 3 ms，インター
バル時間 30 ms，波形全体の時間長さ 480 ms）を用いてい
る．図 10(a)に振動エネルギー比分布例を，図 10(b)に共振
判定処理後の振動エネルギー分布例を示す．図より，全面計
測では不明瞭であった欠陥部でも，検出可能であること，及
び共振判定処理を加えることでより明確な欠陥検出ができる
ことが分かる．この結果を表 2と見比べてみると 2012年当
時は検出困難であった欠陥についても検出できる可能性があ
ることが分かる（例：直径 200 mm 深さ 100 mm，直径
150 mm深さ 80 mm及び直径 100 mm深さ 40 mm）．

4. 実コンクリート構造物での適用例(17)

4.1 N2U-BRIDGEにおける適用例

4.1.1 実験セットアップ
欠陥検出アルゴリズムを名古屋大学にある N2U-BRIDGE
の探査実験データに適用した例を示す．実験箇所は図 11に
示す鋼板桁橋の下面部であり，ほぼ真下に音源としては
LRAD-300X（Genasys Inc.），SLDV としては PSV-400-H4
（Polytec GmbH）を配置して計測を行った．離隔は約 5 mで
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図 8 NCAI法による計測結果例（全面計測)(26) (a)振動エネ
ルギー比分布，（b）共振判定後の振動エネルギー分布．

図 9 供試体における 4分割の計測領域(26)

図 10 NCAI法による計測結果例（四分割計測)(26) (a)振動エ
ネルギー比分布，(b)共振判定後の振動エネルギー分布．



ある．また，計測時のスキャン点数は 63（縦 9×横 7）点
で，スキャン間隔は縦・約 11 cm，横・約 14 cmである．こ
のスキャンエリアの下部中央に叩き点検で確認された欠陥部
が存在している（図中の斜線部）．

4.1.2 実験結果
この計測データに関する振動エネルギー比とスペクトルエ
ントロピーの分布例を図 12に示す（図中の番号は計測ポイ
ント番号，積分周波数範囲は 1～5 kHz）．振動エネルギー比
のしきい値を 3.6 dB，スペクトルエントロピーのしきい値
を健全部領域の最小値とすると，図 12の左側に健全部の測
定点，右側上方に計測不良点，右側下方に欠陥部の測定点が
見られる．スキャンエリア中央部の測定点 32（図 12 の青
●）は振動エネルギー比が低く，かつスペクトルエントロ
ピーが高いという健全部の特徴を示している．スキャンエリ
ア右下の測定点 53（図 12の緑●）はエネルギー比とスペク
トルエントロピーの両方が高い値を示し，計測異常点の特徴
をもっている．一方，スキャンエリア下部中央の測定点 35
と 43（図 12の赤●）は，振動エネルギー比が健全部に比べ
て有意に高く，同時にスペクトルエントロピーは低くなって

いて，欠陥部であると判別できる．図 13(a)に対象面の振動
エネルギー比分布を示す．白線による囲み部分は叩き点検に
より発見された欠陥部の位置と大きさを示している．図 13
(a)は欠陥抽出アルゴリズムを適用していない場合で，図 13
(b)は欠陥抽出アルゴリズムを適用することにより計測不良
点を映像に用いなかった場合である（値として 0を代入）．
振動エネルギー比とスペクトルエントロピーを用いた欠陥検
出アルゴリズムにより，計測不良点が取り除かれ，欠陥部が
より鮮明に抽出されていることが分かる．

4.2 高架橋への適用例

4.2.1 実験セットアップ
NCAI法の欠陥探査アルゴリズムが遠距離でも有効である

かどうかを確認するために，広島県尾道市にある因島大橋東
高架橋のたもと（向島側）にて探査実験を行った．音源とし
ては LRAD-300X（Genasys Inc.），SLDV としては PSV-
500-Xtra（Polytec GmbH）を使用し，橋の真下から計測対
象面を見上げるような形で実験を行った（図 14参照）．音源
及び SLDV と計測対象面までの計測距離は約 33.5 m であ
る．計測箇所は事前の叩き点検で，浮きがあると判定された
箇所である．図 15にスキャンエリア図を示す．図の左側に
は目視できる細い亀裂が入っている．測定点数は 77（縦 7×
横 11）点で，計測領域の大きさは約 57×72 cm2であった．
使用した音波はパルス長 5 ms，周波数範囲 300～4000 Hzの
MTNB波を用いた．波形全体の長さは 400 msで加算平均回
数は 3回としたため，全体の計測時間は約 284秒であった．

4.2.2 実験結果例
振動エネルギー比による映像結果例を図 16に示す．なお，

SLDV（PSV-500Xtra）のヘッド共振（630 Hz，1.5 kHz）を
除くために 300～620，640～1480及び 1520～4000 Hzの積分
値の合計を使用した．図より，目視できる亀裂部よりやや右
側に大きい振動エネルギー比が分布しており，その部分で内
部剥離が進行している可能性があることが分かる．なお，こ
の計測箇所では計測不良点が存在しなかったために，全デー
タを表示に使用している．この振動エネルギー比による映像
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図 11 N2U-BRIDGEにおける鋼板桁橋の写真(15), (17) (a)下面
全体写真，(b)スキャンエリア（88 cmx84 cm）．

図 12 スペクトルエントロピーと振動エネルギー比の分布
図(15), (17)

図 13 N2U-Bridgeにおける実験結果例(15), (17) (a)振動エネル
ギー比のみ，(b)スペクトルエントロピーを用いた欠陥検
出アルゴリズム適用後．



結果と比較するために，SLDVを用いたハンマー加振時の振
動エネルギー比分布計測を実施した．高所でのハンマー加振
作業が困難なため，加振位置（図 17(a)参照）は計測用レー
ザ光の近くとして，横方向の 1ライン（17点）のみとした．
計測は音圧を下げた LRADの音をトリガ用の信号音として，
ハンマー加振を行い，その近傍の振動速度を SLDVにより
計測した（加算平均回数は 3回）．計測位置とその位置にお

ける振動エネルギー比を図 17(b)に示す．なお，SLDV の
ヘッド共振の影響は無視できるために積分範囲は 100～
5000 Hzとしている．図より，亀裂部のある計測点 3から計
測点 7にかけて，振動エネルギー比が高く，亀裂部の右側に
振動エネルギー比が高い箇所があることが確認できる．この
結果は非接触音響探査法により得られた結果と同様な傾向を
示していることが分かる．なお，本計測対象箇所は，実験後
に足場を組んだ点検作業が行われており，既に補修されてい
る．

5. ドローンからの音波照射加振による外壁探査(19), (20)

5.1 音源搭載型ドローン

図 18に実験で用いた音源搭載型ドローンの外観写真を示
す．本体は DJI社のMatrice 600 Proで，ドローン本体の裏
面に平面音源（FPS Corp., 1030M3F1R），照準用レーザポイ
ンタ，レーザ距離計が装備されている．ドローン自体の重さ
は約 10 kgで，音源とアンプを搭載した状態で約 20分間の
飛行が可能である．また，音波照射加振用の波形は無線通信
により送信することができ，LDV側の測定と同期させるこ
とができる．
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図 14 高架橋での実験セットアップ図(17)

図 15 高架橋床版のスキャンエリア図(17)

図 16 NCAI法による振動エネルギー比分布(17)

図 17 叩き点検による検証実験(17) (a)計測位置，(b)振動エ
ネルギー比分布．



5.2 タイル外壁供試体

ドローンを用いた外壁検査の検証実験のために，タイル張
りの外壁供試体（2×1.0×0.2 m3＋2×0.6×0.6 m3）を製作し
た．柱部を模擬しているために下側部分が厚くなっている．
供試体に埋設された模擬欠陥シートの配置図を図 19に示す．
厚さ 0.5 mm の種々のサイズのスチレンシート及び厚さ
1 mm の発泡シート＋接着テープを模擬亀裂として使用し
た．コンクリート基材からタイルの上面までの厚さが
10 mmであると仮定すると，シートの埋設深さはタイル表
面から約 9 mm である．1 枚のタイルのサイズは，約 45×
95 mm2である．上下 2 段に同じ模擬欠陥が配置されてい
る．違いは，コンクリート壁の厚さであるが，この厚さの違
いは特に実験結果には影響しなかった．

5.3 実験セットアップ

図 20に示すように大型クレーン車を用いて外壁供試体自
体をほかのコンクリート供試体（高さ 3 m）に吊り上げて配
置した状態で，飛行中のドローンからの音波照射加振実験を

行った．音波照射加振に用いた波形は周波数範囲 0.5～4 kHz
の MTNB 波である（パルス幅 3 ms，周波数インターバル
200 Hz，波形全体の時間長さ 60 ms）．また，SLDVとして
は PSV-500-Xtra（Polytec GmbH）を使用した．なお，音
圧は 5 mの距離で約 90 dB（Z特性の最大値）とし，高速化
のために加算平均処理は行わなかった．

5.4 実験結果例

周波数範囲 0.9～4 kHzの振動エネルギー比分布例を図 21
に示す．測定領域の大きさは約 1.4×1.7 m2であり，測定点
の総数は 525（縦 21×横 25）点である（測定間隔約
70 mm）．図より，スチレンシートの 200 mm角，発泡シー
トの 150 mm角，200 mm角については明確に検出されてい
ることが分かる．機体が揺動するために，音源位置が移動し
てしまうことから，共振判定処理を用いた場合の映像化例を
図 22に示す．図より，50 mm角を除くほぼ全ての欠陥が検
出可能であることが見て取れる．なお，計測時間は約 137秒
であり，これは 1ポイントあたり 0.26秒という極めて高速
な計測が実施できたことを意味している．
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図 18 音源搭載型ドローンの外観写真

図 19 タイル外壁供試体の模擬欠陥配置図(19), (20)

図 20 タイル外壁点検実験のセットアップ図(20)

図 21 振動エネルギー比分布(20)



5.5 民間マンションでの外壁点検実施例

2022年 2月，鎌倉市にある民間マンションにて，住民の
許可を得た上で本手法による外壁探査実験が行われた（使用
機材及び加振波形は前節と同じ，計測距離は約 18～23 m）．
実験セットアップの概略図を図 23に，共振判定処理後の探
査結果例を図 24 に示す．図より，建物の 1 階と 2 階の間
（図中の P1部）に 1箇所だけではあるが明確な反応が得ら
れていることが分かる．なお，計測を行った建物の東側は日
中，日陰になるために温度変化が少なく赤外線カメラによる
検査には適していない場所である．

6. ま と め

遠距離から非接触で叩き点検と同様な検査を可能とする音
波照射加振と LDVを用いた非接触音響探査技術について紹
介した．本手法では，コンクリート供試体だけでなく，実際
のトンネルや橋梁及び地下空洞部の吹付けコンクリートなど

において，叩き点検との比較実験が行われており，20 mを
超える遠距離でも同等な探査結果が得られることが既に明ら
かになっている．更にドローンからの音波照射加振も可能で
あるため，外壁点検にも有効に用いることが可能である．今
後も本手法を叩き点検の代替え手法として実用可能な手法と
するために必要な検討を加えていく予定である．
謝辞 N2U-BRIDGEでの実験を許可して頂いた名古屋大

学の中村光教授に感謝いたします．また，本手法の発展にご
協力頂いた関係者の方々にも深謝いたします．
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解 説 論 文

医療分野に応用される XR技術の動向
Trends in XR Technology Applied to the Medical Field

中口俊哉 Toshiya NAKAGUCHI

アブストラクト 仮想現実（Virtual Reality, VR），複合現実（Mixed Reality, MR），拡張現実（Augmented Reality, AR）と
いった XR（Extended Reality）技術の医療分野へ応用が拡大しており，2018年頃から市場規模の成長も著しい．適用
対象としては，外科手術支援，治療，診断支援，リハビリテーション，医療教育，インフォームドコンセントなど
様々な事例が提案されている．本稿では，近年の医療 XRに関する基礎技術と医療応用事例を取り上げ，解説する．

キーワード 動画像符号化，高能率符号化，国際標準規格，動き補償，離散コサイン変換
Abstract The application of extended reality/cross reality technologies such as virtual reality（VR), Mixed Reality（MR), and

Augmented Reality（AR）is expanding in the medical field, and the market size is expected to grow markedly from around

2020. Various applications have been proposed, including surgical support, treatment, diagnosis support, rehabilitation, medical

education, and informed consent. In this paper, recent medical applications of XR technology.

Key words Video coding, High-efficiency coding, International Standard, Motion compensation, Discrete cosine transform

1. は じ め に

仮想現実（Virtual Reality, VR），拡張現実（Augmented

Reality, AR），複合現実（Mixed Reality, MR）の総称として
XR と呼ぶことが一般的となりつつある．XR の X は eX-

tendedまたは Crossの略語とする，あるいは V/R/Mの 1文
字と置き換える記号とするなど，様々な解釈が存在してい
る．基本的な言葉の定義も曖昧なことから，これらの技術が
激しい進化の過程にあることが窺える．XRに共通する要素
は計算機が生成した情報を人間が感覚器を通して現実に似た
情報として高い没入感を伴って受け取ることである．そして
情報のやりとりが実時間的かつ双方向的であることにより，
没入感が更に向上する．計算機が生成する情報が真実からか
け離れたものであれば XRはエンターテインメントやアート
となり，生成情報が事実に基づいていれば XRは社会活動支
援や医療支援につながる．

XR以上に判別しづらいのが，VR，AR，MRの違いであ
る．参考書，文献，記事などで解説をよく見かけるが，定義
はそれぞれ異なっていて，曖昧であることも多い．また各自
の解釈で用語が学術論文や製品名などに用いられていて混乱
が後を絶たない．本稿では筆者の理解において各用語を定義

する．VR（仮想現実）は空間（シーン），物体（オブジェク
ト），属性（アトリビュート）の全てを計算機が作り出した
仮想空間を指す．シーン全体をリアルに再現するためには高
い計算能力を要するが，完全なる仮想空間であるため，再現
の自由度が高い．MR（複合現実）は現実空間（シーン）
に，仮想の物体（オブジェクト），属性（アトリビュート）
を提示する技術であると考える．現実空間と仮想物体を違和
感なくシームレスに融合させることが重要である．そのため
現実空間の高精度な把握も求められる．AR（拡張現実）は
現実の空間と物体に対して，計算機が生成する付加的情報
（属性）を提示する技術であると考える．情報が付加される
ことで観察者の状況把握がより詳細で高精度で直感的になる
と期待される．固定的なシーンに加え，動きを伴う現実物体
に対しても違和感なく仮想情報を融合するために，高精度で
応答性のよいセンシング技術が求められる．補足として，物
体と属性の違いには曖昧さや不可分な要素も存在するが，一
般的に物体（オブジェクト）は独立して存在できる情報（観
測者が単体で受け取っても理解できる情報）であると考え
る．一方，属性（アトリビュート）は従属情報（単体で提示
されても理解できない補助的な情報）であり，空間や物体に
内在する情報であるため現実では表面化されていない情報で
あるといえる．以上について図 1にまとめる．
医療現場には多種多様な課題・ニーズが山積しているが，

中でも普遍的で要求性の高い医療ニーズを解決する技術とし
て XRに期待が高まっている．脳外科手術において腫瘍組織
と正常組織の区別を患者の脳の映像に重畳して表示すること
で，腫瘍組織だけを安全・高精度に摘出することが可能とな
る．もはやこの技術がなければ脳外科手術を実施できないと
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いう医師も多い．2017年にシード・プランニング社が発表
した資料(1)によると，医療 XRの国内市場規模は 2017年の
約 40億円から，2026年には約 342億円と大きく拡大するこ
とが予測されている．年平均成長率は 17.5%となる．一方，
世界の医療 XR市場は Report Ocean社の資料(2)では 2027年
まで年率 26.57%，Credible Markets社の資料(3)では 2027年
まで年率 42.3%で成長すると予測され，国内市場を遙かに
超える市場の急拡大が予測されている．XRの応用先の内訳
として国内，世界ともに医療教育・訓練が主要を占めること
は共通するが，海外では手術支援の割合が大きい一方，国内
における割合は僅かで，手術支援に対するアプローチの違い
が鮮明となっている．
研究論文の調査として，米国国立医学図書館（NLM）が
提供する医学関連分野の文献データベース PubMed (4)による
と，“Virtual Reality”のキーワードで 2022 年現在約 17,500

件の論文が発表されている．その件数は 1985年から常に増
加しており特に 2018 年頃から著しく増加している．また
“Augmented Reality”では約 4,100件で，こちらも 2019年頃
から急増している．応用先として VR＋Trainingで約 7,400

件（VR の 42%），VR＋Surgery で約 4,300 件（VR の
25%），AR＋Training で 約 1,300 件（AR の 32%），
AR＋Surgeryで約 1,800件（ARの 43%）であった．このこ
とから VRは医学教育・訓練によく応用され，ARは手術支
援と相性がよいことが分かる．

2. 医 療 応 用

医療 XRの適用分野は大きく分けて教育，治療，診断，リ
ハビリテーション，手術支援，その他（インフォームドコン
セントなど）に分類できる．それぞれの分野への応用事例を
紹介する．

2.1 医療教育の XR

2021年 4月，株式会社ビーライズは JA広島総合病院と
共同で救急医療現場向けトレーニング用 VRソフトウェア
「EVR」を発表している(5)．仮想空間に医療施設，患者，医
療機器が再現され，訓練者はヘッドマウントディスプレイ
（HMD）を装着して，コントローラ操作で医療機器を使用
し，患者の診断・治療を行うことができる．レントゲンや超

音波エコーなどの診断結果を仮想空間のモニタ上で確認する
こともできる．状況によって患者の容態も変化するなど，高
い再現性と臨場感を特徴としている．

2021年 4月，株式会社イマクリエイトは京都大学大学院
医学研究科監修の下，医療従事者向けの VR注射シミュレー
タを発表した(6)．仮想空間に患者と注射器具を再現し，訓練
者は実技を訓練することができる．新型コロナワクチンの接
種の担い手確保のため特例で対象者が拡大された．その事前
研修の手段として VR注射シミュレータを提供するに至っ
た．
同社は 2022年 2月に，上記シミュレータを拡張した医学

部生向けのバーチャルトレーニングを東京大学と共同で開発
した(7)．仮想空間での皮下注射，静脈採血，末梢静脈カテー
テル挿入の三つの穿刺手技に対応した．消毒，声掛け，穿
刺，片付けの一連の所作を，訓練者は身体を使いながら練習
することができる．

2021年 3月，京都光華女子大学は南国アールスタジオと
共同で看護技術修得を目指したオンライン演習の実証実験を
開始した(8)．南国アールスタジオが展開する MR遠隔会議
システムWHITEROOMを活用し，看護学生は実習室や自
宅など様々な場所から，HMD，スマホ，タブレットなど
様々なデバイスを用いて，仮想の演習スペースに参加し，実
技演習を行った．仮想空間に再現された参加者のアバター
は，体の動きや視線まで再現されているため，互いの存在を
よりリアルに感じることができ，議論が活性化したと報告さ
れている．

2.2 XRを用いた治療

米国のMindCotine社は VRを用いた禁煙治療システムを
発表した(9)．手持ちのスマホと段ボールのきょう体を組み合
わせた簡易 HMDを用いて，禁煙治療患者は仮想空間の映像
を視聴する．コンテンツは治療の初期段階ではリラックス映
像が流れ，治療の進行により喫煙所，仮想的な喫煙を体験
し，禁煙治療を行う．この VRシステムによる禁煙効果のエ
ビデンスも発表されており，従来の認知行動療法に比べて
3～4倍，ニコチン置換療法に比べて 1.8倍の効果を示した．
また，従来法で禁煙できなかった患者のうち 45%の禁煙に
成功したとも報告されている．

2022年 1月に Xiaoらは VRを用いた弱視治療のランダム
化比較試験の成果を発表した(10)．左右の目にコントラスト
の異なる映像を提示することで弱視を治療する．4～7歳の
弱視の小児 115名を対象に，自宅で 1日 1時間，週 6日ヘッ
ドマウントディスプレイを用いた VR治療コンテンツを視聴
した結果，有意な効果を示した．この研究成果を基に米 Lu-

minopia 社は Luminopia One をリリースし，FDA（米国食
品医薬品局）の認可を得ている．

2021年 4月の Yenらの調査研究(11)によると身体運動を伴
う VRゲームをプレイすることで，高齢者の認知，記憶，鬱
病の改善に効果があることが示唆されている．VRは高齢者
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のメンタルヘルスを促進するための革新的なアプローチにな
り得るといえる．

2.3 XRを用いた診断

2021 年 4 月，株式会社 Psychic VR Lab と心療内科 HI-

KARI CLINICは VRを用いた遠隔心理カウンセリング “HI-

KALY” を発表した(12)．予約から決済までをオンラインで完
結でき，通院せず在宅での個人向け心理カウンセリングを
VRで実現した．ひきこもりや不安障害など通院困難な状況
でも，自宅で心理カウンセラーによる医療サービスを受ける
ことができる．

2.4 XRを用いたリハビリテーション

silvereye株式会社は 2012年 10月に VRによるリハビリ
テーションソフトウェア RehaVRバージョン 6.0を発表し
た(13)．RehaVRは HMDとタブレット，専用の足踏みペダ
ルを使い，使用者の歩行動作に連動して VRコンテンツがリ
アルタイムに変化する．従来は使用者とトレーナーが 1対 1

で行うヘルスケアトレーニングであったが，バージョン 6.0

では最大 4人が同時に VR空間を共有することができるよう
になっている．

2.5 XRを用いた手術支援

2017年に設立した米国MediView XR社は，ARによる手
術 支 援 Real-Time, Fused Holographic Visualization

（RTFHV）システムを発表した(14)．このシステムにより執
刀医は患者の体内を直感的に確認し，腫瘍をあらゆる角度か
ら三次元情報として確認できる．操作はジェスチャーや音声
を用いるため，滅菌状態の執刀医自身が利用できる．Medi-

View XR社は 2019年に 450万ドル，2022年に 990万ドルの
資金調達を実施し，許認可獲得と商業化に弾みをつけてい
る．
米国の Novarad社は 2019年にジョージワシントン大学病
院と共同開発した AR手術支援システムを発表し，2022年 6

月に米国の市販前認可を取得した(15)．Novarad社の AR手
術ガイド VisARは HMDを通して患者の体内組織構造を実
際の患者に重畳して三次元的に提示する．重畳精度は位置ず
れ 1 mm未満，角度誤差約 3度，セットアップに要する時間
は 2分未満と報告している．既に認可を得た脊椎手術以外の
手術適用も計画している．

2.6 その他の XR応用

スイスの Kapanu社は 2017年に ARを用いた歯科治療に
関するソフトウェアを発表した(16)．このシステムは治療前
の患者の口腔内を三次元スキャンし，治療後の歯列の様子を
視覚的に提示することで，患者への治療説明をより直感的か

つ具体的に行うことができる．治療方針の検討や，長期の歯
科治療を支援するツールとして有効とされている．

3. 基 礎 技 術

ここでは医療 XRに求められる各種要素技術について述べ
る．

3.1 データ取得

VRシステムでは VR空間に医療現場を再現するため，精
密な医療現場の数値モデルを必要とする．医療現場を再現す
るための各種アセット（パーツ）が有償・無償で提供されて
いて，医療現場モデルを構築するためのハードルは下がって
いる．実在の空間を再現するためには設計図面を元にモデル
化，あるいは高精度三次元スキャンによるモデル化が必要と
なる．

AR/MRシステムでは現実空間とオブジェクトの把握が求
められる．三次元空間情報の獲得に有用であるリアルタイム
三次元スキャナが小型，安価，高精度になり利用が広がって
いる．レーザ光で全周囲を高速スキャンできる LiDAR

（Light Detection And Ranging）や，カメラ前方に照射した
光の往復飛行時間から空間の距離マップをスキャンする
ToF（Time of Flight）深度カメラ，赤外波長で不可視のパ
ターンを投影し，そのパターンのひずみを赤外カメラで撮影
することで深度を推定するアクティブステレオ，また複数の
2Dカメラから深度を推定するパッシブステレオなど多彩な
手段から実装条件に応じて選択できる．
加えて，リアルタイム三次元スキャナの情報から空間全体

の三次元マップを作成しつつ，同時に自己位置を推定する
SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）技術が用
いられる(17)．カメラの動きを推定するために慣性センサ
（直線加速度，回転角速度，方位のセンサ）を組み合わせて
精度を高める技術も頻用される．センサや深度カメラを用い
ず，一般的な 2Dカメラ単体で空間の三次元マップと自己位
置の推定までを行う Visual-SLAM技術(18)も進歩している．

3.2 データ処理

VR空間でオブジェクトの振る舞いを再現するために物理
シミュレーションが必要となる．計算機が操作する人物の動
きや会話の再現，特に患者の再現において生理状態の計算機
シミュレーションにより治療行為に対する生理反応を再現
し，よりリアルな医療訓練が可能となる．チーム医療を再現
するために複数人がネットワーク通信で同じ VR空間に参加
するシステムも提案されている(19)．

3.3 位置合わせ

AR/MRシステムでは実在するシーン・オブジェクトと，
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計算機が生成する情報を自然な様子で共存させる必要があ
る．そこでまず求められる要素技術がリアルとデータの位置
合わせとなる．例えば診断や治療の ARシステムでは，事前
に撮影した患者の三次元断層画像（X線 CT, MRIなど）を
実在患者に重畳表示するため位置合わせを行う．この位置合
わせの基準点を landmarks や fiducial points という．この
landmarksは断層画像と実在患者の両方で特定できる点であ
る必要があり，理論的には最低 4点で非剛体位置合わせは可
能となるが，誤差を低減するため多数の基準点が有効であ
る．基準点の種類として解剖学的 landmarks と marker

basedがある．前者は患者体表（組織表面）で視認できる点
を利用する．患者体表では骨突起部，臍，乳頭，切開痕など
が利用される．臓器を位置合わせする場合には，臓器表面の
血管分岐部などを解剖学的 landmarksとして用いる．一方
marker based手法では，位置合わせの基準を手動で設定す
る．X 線 CT や MRI の撮影で明瞭に識別できる専用の
marker材が市販されているが，生体組織と区別できる簡易
的な markerを自作することも可能である(20)．事前の撮影時
と，XRシステム使用時の両方において markerを貼付する
必要があるため位置ずれに注意を要する．

3.4 変形

医療 ARでは，患者または患者の特定臓器に情報を重ね合
わせることが多いが，対象がヒトであるため動きや変形を伴
う．先に述べた三次元スキャン技術の進歩により物体の移動
や表面形状の変形はリアルタイムに取得できるようになっ
た．ARシステムでは事前撮影した断層画像に基づく組織内
部の三次元情報を患者に重畳表示することとなるため，表面
形状だけでなく組織内部を含めた三次元情報の変形が求めら
れる．高い精度の変形計算には有限要素法が用いられるが，
一般に計算量が膨大でリアルタイム処理が困難となる．また
変形計算に用いる物理パラメータを対象のヒトから得ること
が困難で，一般的な物理パラメータで代用せざるを得ない．
このような現状により高精度の組織変形を医療 ARに導入す
ることは実現できていない．現状の実装としては様々な近似
やモデルの簡易化が行われている(21)．

3.5 提示

XR技術の提示方法としては，ヘッドマウントディスプレ
イ（HMD）の発展（高画質化，小型化，低価格化）が深く
影響している．HMDは娯楽用途だけでなく，産業や教育に
も広く活用されており，医療応用にも欠かせない存在となっ
ている．

AR技術の映像提示方法としては，HMDに加えて，画像
診断機器のモニタに表示された患者像に重畳表示する方法，
プロジェクタを用いたプロジェクションマッピング，シース
ルー型液晶ディスプレイを用いた方法なども報告されてい
る(22)．モニタ表示された患者像に重畳表示する方法は単純

で特殊な機材が不要という利点がある．特に内視鏡手術は元
来モニタを見ながらの作業となるため，内視鏡映像に付加的
情報を重畳表示することのみでナビゲーションが実現でき
る．しかしながら，手元の作業空間とモニタ映像は離れた位
置に配置されるため，内視鏡手術の難渋化要因の一つとされ
る視覚と手元の協調動作（hand-eye coordination）の課題を
解決することができない．一方，透過型 HMDを用いた AR

表示により，作業空間を直接観察しながらナビゲーション情
報を確認することができるため，視線移動の負担を軽減でき
るとされている．近年は超軽量のメガネ型端末が製品化され
産業界からも注目されている．デバイスの小型軽量化により
装着時の身体的負担は大幅に軽減されたが，医療行為中の身
体への機材の装着は拒絶する医師が多く，ケーブル配線の問
題や滅菌など様々な医療面の課題が残されている．技術面の
課題として頭部に装着したモニタは頻繁な動きを伴うため，
透過する患者像との位置合わせの追従が困難になるという問
題もある．一方，プロジェクタを用いた AR情報提示は，医
師に身体的負担を強いることなく，患者体内や組織内部の情
報を重畳表示できる技術として医療用ナビゲーションへの応
用が期待されている．

4. 内視鏡手術支援

4.1 背景

医療用ナビゲーションシステムは医療の安全性向上，術者
をはじめとする医療スタッフの負担軽減，時間的・経済的・
人的コストの削減などが期待できるとして，長年多くの研究
者や企業により研究開発が進められてきた．日本では厚生労
働省の決定により平成 23年に「画像等手術支援加算」が保
険収載され，医療用ナビゲーションシステムは一定の地位を
得ることができた．医療行為をナビゲートする手段として，
視覚，聴覚，触覚など，医師の五感を巧みに活用した情報提
示法が研究成果として報告されている．中でも直接観察でき
ない組織内部の構造や，低侵襲手術における体内構造などを
効率的に提示する手段として視覚は重要であり，計算機が生
成した文字情報・映像の提示は有効である．単純な視覚的情
報提示としては，ナビゲーション情報専用のモニタを設置す
ることであるが，医療現場は空間が制限されていること，ま
た患者とモニタとの視線の移動が医療の効率を低下させるこ
となどから，より優れた視覚情報の提示が求められている．
そこで患者に対して計算機が生成した視覚的情報を付加的に
重畳表示する拡張現実感技術（AR）が注目されている．本
稿ではプロジェクタを用いた ARによる医療ナビゲーション
技術について解説する．

4.2 体表への映像投影技術

投影型 AR医療ナビゲーションシステムは図 2に示すよう
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に患者の上部に設置されたプロジェクタとカメラ，術者の視
点位置や手元の医療機器の位置を取得するセンサ，そして制
御用の PCで構成される．
プロジェクタを用いた患者体表への画像の重畳表示では，
投影対象である患者体表が平面ではないため，投影された画
像にひずみが生じる．またそのひずみは観察者の視点の移動
によって変化する．そこで ARシステムでは体表形状を取得
し，また術者の視点位置をリアルタイムに取得することに
よって，腹部の形状・視点移動に応じた画像のひずみ補正を
行う．視点位置の取得に三次元位置センサを用いる．体表形
状は上部に設置されたプロジェクタとカメラを用いて，物体
までの距離を計測する手法として広く用いられている空間
コード化法(23)により取得する．体表など非平面物体に映像
を投影すると映像がひずむ．この映像のひずみは投影対象の
形状と，プロジェクタの位置，観察者の視点位置が分かれば
計算で補正することができる．これには Raskarらのレンダ
リング法(24)が適用できる．立体視プロジェクタを用いるこ
とで奥行き知覚も可能である．
内視鏡手術における器具挿入の際に，器具の先端が誤って
手術対象外の組織に接触し，組織を損傷させる事例が報告さ
れている．こういった危険を回避するには内視鏡の視野と器
具の姿勢を把握しなければならないが，従来のモニタを用い
る手術方式では撮影視野を把握することは困難である．そこ
で内視鏡の撮影範囲を患者の体表に投影して位置関係を直感
的に術者に提示する ARナビゲーションシステムが構築でき
る．このシステムでは内視鏡の位置と姿勢も三次元位置セン
サで計測する．内視鏡撮影範囲を AR提示する様子を図 3に
示す．このように患者体表に投影された撮影視野領域に向
かって器具を挿入することで無駄な操作が低減できることが
評価実験によって示されている(25)．
取得した体腔内の臓器モデルの三次元形状を人体モデルの

腹部に投影している様子を図 4に示す．このようにあたかも
体腔内が透過しているかのような状況を再現することができ
ている．

4.3 体内構造の取得

体内組織の移動・変形が微小で無視できると考えられる場
合は事前に CTやMRIによって体内構造を計測することで
投影型 ARナビゲーションのコンテンツとして活用できる．
しかし腹腔内のように軟性臓器が存在する場合には術中のリ
アルタイム三次元形状計測が求められている．腹腔鏡下手術
のような低侵襲環境下では開腹状態と違い体内を観察するア
クセス手段が極めて制限されている．このような条件で腹腔
内臓器を三次元形状計測する手法として，空間コード化法を
用いた手法(26)やレーザポインティング内視鏡システム(27)な
ど，内視鏡画像からの形状計測を目指した研究が活発であ
る．立体腹腔鏡によるステレオ画像を用いた手法として
Stoyanov ら(28) は多重解像度と PBM（Piecewise Bilinear

Maps）を組み合わせることで高密度な形状計測法を提案し
ている．またWangらは各臓器の移動・変形のパターンを
事前に統計的に学習することで，内視鏡映像から得られる部
分的な情報を補完する手法を提案している(29)．
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図 3 鉗子挿入支援システムの様子

図 4 腹腔内を仮想的に透過表示している様子



4.4 より簡便な体内構造投影法

前節で述べた投影型 AR医療ナビゲーションシステムは術
者の視点位置に応じてひずみ補正を行う完成された構成であ
るが，高価な三次元位置センサを要すること，体表形状計測
に用いる空間コード化法のために必要とされるプロジェクタ
やカメラのキャリブレーションに高度な専門知識を要するこ
となどから臨床現場への ARシステム導入の敷居が高い．そ
こで工学的な専門知識がない医療従事者でも体内構造を体表
投影する AR医療ナビゲーションを簡便に利用できる手法が
提案されている(30)．この手法ではプロジェクタと PCのみ
を使用しカメラは使用しない．プロジェクタのキャリブレー
ションを誰でも実施できるようにすることで，医療機関の手
持ちのプロジェクタを使って簡便に投影型 AR医療ナビゲー
ションを利用できる．
患者の体内構造は CTやMRIによる事前計測したデータ
を利用する．体内構造データとプロジェクタの位置合わせに
は marker based法を用いる．専用マーカーは三次元画像に
おいても鮮明に撮影されるため，手動で指定することは容易
である．
この投影型 ARナビゲーションシステムを乳がん検診のリ
ンパ節生検に応用した．この手技では体内のリンパ節の組織
を採取して検査を行うが，切開創を最小化するために体表か
ら体内リンパ節位置を確認できることが好ましい．そこでリ
ンパ節造影 CT撮影により事前にリンパ節の位置を同定して
おき，体表に CT用マーカを貼付することで，プロジェクタ
との位置合わせを実施した．この結果を図 5に示す．この写
真は医療従事者が単独で初めて実施した結果であるが，プロ
ジェクタで体表に示されたリンパ節の位置は正確であり，そ
の位置から切開することで実際のリンパ節にアプローチする
ことができた．簡便な体内構造投影法が臨床的に有効である
ことが示された．

4.5 今後

投影型 ARによる医療ナビゲーションシステムにはまだ課
題が多い．まず術中に発生する患者の動きに対応する方法が
必要である．また計算により投影画像のひずみは補正できる
ことを示したが，体表に投影される映像の画質は低い．投影
画像はナビゲーション目的の補助画像ではあるが，医師から
の画質向上の要請も大きい．また，腹腔内の三次元形状計測
は精度と実時間性の両面において実用レベルに達していな
い．本稿で紹介した投影型 AR技術を活用した医療支援シス
テムを早く臨床現場に導入できるよう研究開発の進展が期待
されている．

5. 医学教育支援

5.1 背景

聴診は心肺疾患の最も基本的な臨床検査の一つであり聴診
と医療面接を含むフィジカルアセスメント技術の重要性が医
学，看護学，薬学において高まっている(31)．聴診音は聴診
手技や患者個人の特性によって変化するため実臨床で用いる
には十分な訓練が必要となる(32)．そこで医学教育では臨床
実習前に医学生の臨床スキルとコミュニケーション能力を評
価する方法として客観的臨床能力試験（Objective Struc-

tured Clinical Examination ; OSCE）を実施している(33)．更
に，臨床診察に即した技能の評価を行うため，臨床実習後の
試験として 2020年度より臨床実習後 OSCE（Post-Clinical

Clerkship OSCE, Post-CC OSCE）の全国的な実施が予定さ
れている．

OSCE及び Post-CC OSCEでは，受験者は患者の身体的
所見や病態を再現する標準模擬患者（Standardized Patient

または Simulated Patient, SP）(34)に対して医療面接と身体診
察を行う．SPは疾患状態または身体所見の一部を再現でき
るよう訓練されており，医療教育，研修生の観察評価，試験
の標準化に貢献している．ただし SPは一般に健常人である
ため異常な身体所見の再現には限界がある．したがって聴診
技術を訓練または試験するためには，マネキン型の聴診音シ
ミュレータが必要である(35)．一般的なマネキン型シミュ
レータは生体音データベースを有しており，胴の内部に埋め
込まれたスピーカから生体音を再現する．再生された生体音
の質は高く研修生自身の聴診器を使って聴取できる点が利点
だが，この方法には幾つかの問題がある．医療面接を含む訓
練や試験の場面では，研修生は最初に SPに対して医療面接
を実施し，その後，向きを変えるか場所を移動して，マネキ
ン型シミュレータに対して聴診手技を実施することになる．
これはいうまでもなく実臨床とはかけ離れた不自然な行動を
伴っている．加えて，マネキン型シミュレータには現実感や
緊張感がないこと，人体サイズの胴体は大きな収納スペース
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図 5 乳がん生検のためリンパ管とリンパ節の位置を体表に投影
表示している様子



を占有し，経済的にも非常に高いコストを要すること，など
問題が多い．
これらの問題を解決するために拡張現実感技術（Aug-

mented Reality, AR）を用いた新しい対人型聴診訓練シミュ
レータ（Educational Augmented Reality Auscultation Simu-

lator, EARS）が提案されている(36)．ここで紹介する対人型
聴診訓練シミュレータは聴覚の ARを用いている．つまり実
在する人間の生体音をコンピュータが生成した仮想生体音に
置き換えることで，研修生は異常な生体音を発する SPに対
して，医療面接と聴診手技を実施することができる．更に
は，人体サイズのマネキンを使用しないため，装置の価格コ
ストを低減できるだけでなく，管理収納の空間的コストも抑
制できる．これは資源の限られた日本の医学・看護学教育現
場に貢献できる重要な点といえる．
この対人型聴診訓練シミュレータ EARSを用いて聴診手
技の現実感を高める重要な点として，本システムで用いる専
用の聴診器が実在する聴診器と近い外観・使い勝手を有する
こと，一般の医療面接と同じ姿勢・位置で実施できること，
聴診位置に応じた聴診音の変化を再現すること，SPの呼吸
リズム（胸郭の変動）と再生される呼吸音のタイミングが一
致すること，などが挙げられる．

5.2 システム

ARを用いた対人型聴診訓練シミュレータ EARSは，カメ
ラを搭載した模擬聴診器と制御用 PCで構成されている．模
擬聴診器に設置したカメラで SPの体表を撮影し，深層学習
技術により SPの位置と，体表に当てた聴診器チェストピー
スの位置をリアルタイムに検出する．SPとチェストピース
の位置関係から聴診位置を決定し，聴診位置に応じた生体音
を模擬聴診器のイヤーピースから再生する．EARSは臨床の
外来診察室の医療面接同様に実施できることを前提としてい

る．チェストピースの接触検出，聴診位置決定，生体音の再
生を EARSシステムは自動的かつ瞬時に行うため，研修生
は臨床の医療面接と同じように聴診器を使い，聴診器を SP

の体表に接触させるだけで生体音を聴取できる．EARSシス
テムを使用する様子を図 6に示す．研修生は SPが再現して
いる疾患に対応したリアルな生体音を聴取することができ
る．

5.3 システムの評価と教育現場への導入

従来のマネキン型聴診シミュレータに対して EARSシス
テムの有効性を評価した．評価実験は非臨床ボランティア 8

名（男性 7名，女性 1名，22～25歳）を対象に，再現する
生体音（心音 3 種，呼吸音 3 種）の聞き取りやすさ，緊張
感，学習効果の各設問について 1～5点の 5段階形式で回答
を求めた．カイ 2乗検定による統計的な解析の結果，心音・
呼吸音のいずれも音質には違いがないことが示され，学習効
果にも差は認められなかった．一方，緊張感については
EARSが 4.4点，マネキン型シミュレータ 1.8点となり，統
計的に有意な差を認めた．つまり EARS はマネキン型シ
ミュレータに対して，医療面接も同時に実施できること，価
格や保管スペースのコストが軽減すること，といった定性的
な利点に加えて，音源の質や学習効果については遜色なく，
更に聴診手技中の緊張感が高まるという利点が統計的に示さ
れた．EARSは教育，訓練だけでなく試験にも大変有効であ
り，OSCEや Post-CC OSCEといった医学生の共用試験に
おいても EARSを試験導入し，その有効性が確認されてい
る．

5.4 今後

EARSは価格コストを抑制できることや保管に必要なス
ペースを軽減できるといった利点もある一方，再生する生体
音の質や学習効果はこれまで同様に高く維持できることが示
されている．更に，対人で聴診を訓練・試験できることによ
り手技実施中の緊張感が実臨床同様に向上することが示され
ている．現状の EARSは体側部などでチェストピースが隠
れたときに聴診位置が未検出となること，SPが深呼吸する
ことに対応できない，といった課題がある．これらの課題に
ついても解決して，1日も早く医学教育現場に提供したいと
考えている．

6. 医療現場の課題解決

最後に筆者が医工学分野の研究開発を続けてきて，医療現
場の課題解決について思うことをまとめたい．
医療の進展は日進月歩といわれるが，医療現場には依然課

題が山積している．未だ知られていない課題（アンメット
ニーズ）を探し出し，誰よりも早く最適なソリューションを
実現することでイノベーションにつなげる，こういった思考
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図 6 EARSで聴診訓練を実施する様子



手段が体系化されつつある(37)．一般的にいわれることとし
て，医療の課題解決はニーズドリブンであるべきとされてい
る．工学技術者の立場で考えると，「世界初」「最高性能」を
うたう画期的な技術の応用先を検討する際，医療に使えるの
ではないかと考える．最新技術をヒトの健康・医療に役立て
ることは大義として申し分なく，また新技術の開発初期段階
ではコスト高になるため，性能・精度を優先する医療現場な
ら受け入れられるだろうと期待する．一方，現場の医師も最
新技術に関心をもつ者が多く，技術者と医療従事者で意見交
換を行うと最新技術によって医療現場の様々な課題を解決で
きそうだと大いに話が盛り上がる．早速試作してみようと，
トントン拍子で話が進むように感じるが，落とし穴は後ほど
現れる．技術（シーズ）を発端とする取り組みをシーズドリ
ブンと呼ぶが，技術に合わせて探し出した医療の課題は，意
見交換に立ち会った医師個人のニーズであるか，それほど重
要なニーズではない可能性がある．つまり医療ニーズの一般
性や要求性が弱ければその医師，その医療機関でしか使えな
い技術となってしまう．また，そもそも健康・医療のためな
ら多少のコスト高は受け入れられるだろう，という発想が根
本的に違っている．医療現場の経済状況は切羽詰まっており
1円でもコスト削減が求められている．よほどのベネフィッ
トがないかぎり新技術のための追加支出は受け入れられな
い．その結果，トントン拍子で開発された新技術の試作機は
「あればいいね」と賞賛を受けるに止まり，ビジネスとして
は成功しない．薬機法（医薬品，医療機器等の品質，有効性
及び安全性の確保等に関する法律）をパスできず製品化する
ことすら叶わない．したがって，医療の課題を解決する定石
として，まずはニーズを深く分析し，「なくてはならない」
といわれる高い要求性，多くの医療機関・医療従事者が対象
となる広い一般性を併せもつ「強いニーズ」を見つけ出すこ
とが肝心である．この強いニーズを起点として，それを解決
する最適なソリューション（技術）を検討するニーズドリブ
ンのアプローチが成功のための必要最低条件といえる．

7. む す び

本稿では医療 XR技術の基礎と，応用事例について述べ
た．医療 XRの特徴として，三次元生体情報の取得や，その
位置合わせ，また変形の考慮といった要素技術が求められる
ことを述べた．医療 XRの適用分野は教育，治療，診断，リ
ハビリテーション，手術支援，その他（インフォームドコン
セントなど）に分類でき，各分野の状況を俯瞰した．また筆
者が中心となって研究開発を進める内視鏡外科手術の ARプ
ロジェクションマッピングと，聴覚の AR技術を応用した聴
診訓練シミュレータについて詳しく述べた．
医療 XRの今後の展望として，まず現状の課題をまとめ

る．サービス面の課題として，医療現場のニーズは多種多様
であり，単一の XRシステムでカバーできる範囲は限られて
いる．柔軟なシステムを実現して細やかなニーズへの対応が
求められる．そして普及には低コスト化が欠かせない．6章

でも述べたとおり医療現場にコスト的余裕はなく，高額の設
備投資は困難である．よって安価な機材あるいはスマート
フォンや汎用の PCといった既存の機材のみで実現できる
XRシステムが望ましい．あとは，コンテンツの拡充が必要
である．優れた XRシステムであってもコンテンツが限られ
ていては継続的な利用につながらない．メーカーが現場の要
望に応じてコンテンツを供給するか，あるいは現場スタッフ
が簡単にコンテンツを生成・編集できる仕組みが求められ
る．
技術面の課題としては，医療 XRではインタラクティブ性

が重要であるため，高い応答性能が求められる．これは計算
機やデバイスの進歩にも依存する．そして AR/MRシステ
ムでは実患者とデータ間の高い位置合わせ精度が求められ
る．患者の姿勢や，臓器・組織の移動に応じてリアルタイム
かつ高精度に位置合わせを行う必要がある．更には 3.4節で
も述べたように組織の変形については現時点でも未解決の課
題である．
現状の医療 XRの応用事例としては VR技術が中心的に利

用されている．今後は 100%仮想空間の VR技術ではなく，
リアリティ（現場再現性，緊張感）向上，コミュニケーショ
ン性増進，低コスト化のために患者（医療現場）と計算機情
報を融合した AR環境へ発展する技術が広く用いられるよう
になると考えている．また，医療 ARの今後としては，観測
データに頼る AR技術から，予測データを組み合わせた AR

へと進展すると考える．実患者の情報を元に計算機上でシ
ミュレーション患者を生成（ディジタルツイン）し，シミュ
レーション患者で様々な診断・治療予測を行う．その結果を
実患者に重ね合わせる（予測 AR）ことで，患者個人に最適
化された診断・治療の支援が実現できると期待している．
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解 説 論 文

電力ネットワークにおける高信頼通信の
現状と将来
Present and Future of Reliable Communications in Power Grids

宮下充史 Michifumi MIYASHITA

加川敏規 Toshinori KAGAWA

土屋弘昌 Hiroaki TSUCHIYA

アブストラクト 安定した電力供給を実現するため，電力ネットワークは高信頼な通信により制御され，これまで発展し
てきた．近年，カーボンニュートラルの実現に向け，再生可能エネルギーによる電源を最大限活用するために電力
ネットワークの様相が劇的に変化しつつある一方で，これまでと同様に電力ネットワークを安定運用することが求め
られている．本稿では，電力ネットワークを支える高信頼通信について将来にわたり概説するとともに，高信頼通信
に対する期待を述べる．

キーワード 電力ネットワーク，カーボンニュートラル，再生可能エネルギー，分散電源，高信頼通信
Abstract To realize a stable power supply, power grids have been developed and controlled by highly reliable communications. In

recent years, to achieve a carbon neutral society, power grids have been subject to great changes to maximize the use of

renewable energy sources, and a stable operation of the power girds has also been required. In this paper, the future of highly

reliable communications that support electric power networks and expectations for them is described.

Key words Power grids, Carbon neutral, Renewable energy sources, Distributed energy resources, Highly reliable communications

1. は じ め に

電力は日常生活を送るうえで必要不可欠なものであり，照
明，空調，家電機器，医療機器，情報通信，電車，娯楽機器
など，身の回りには電力の存在なくしてその便益を享受でき
ないものがあふれている．更に，安定した高品質な電力は，
我が国における製造業を下支えし，我が国の発展に大きく寄
与してきた．
電力会社では，1951 年に 9 電力会社体制となって以来，
供給エリアごとに発電，送電，配電，小売の全てを手掛ける
垂直統合型の事業体制により，良質で安定した電力供給を実
現してきた．東日本大震災を背景とし，安定した電力供給の
確保，電気料金の抑制，需要家の選択肢拡大，及び事業者の
事業機会拡大を目的とした一連の電力システム改革(1)によ
り，発電事業及び小売事業を自由化するとともに，送配電事
業の中立性を向上するために，発電部門，送配電部門，小売
部門が分社化された．このような事業体制下においても，一
般送配電事業者は電気事業法(2), (3)に基づき，送配電系統の

安定運用を通じた電力の安定供給における中心的役割を担っ
ている．
電力の安定供給においては，電力の需要量と供給量のバラ

ンス調整や，電力系統の保護制御のために，給電指令所，発
電所，及び電力所間に自営の電力用通信ネットワークが構築
され，運用されている(4)．電力用通信ネットワークは，業務
に応じて様々な通信システムが適用され，適切な信頼性が維
持されている．
これまでは，大規模発電所において発電した電力を，需要

側へ一方通行的に送る仕組みであった．そのため，電力シス
テムの設計や運用のほとんどは需給計画に基づいて行われる
とともに，発電所から送電されるシステム構成に対して電力
用通信も最適化されてきた．近年，地球温暖化対策としての
脱炭素社会に対する世界的な流れの中，我が国においては
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする
カーボンニュートラルを目指すことが宣言された(5)．これを
実現するためには，省エネ，植林，リサイクルなど身近な活
動とともに，再生可能エネルギーによる発電の活用も重要な
方策となる(6)．再生可能エネルギーにより発電された電力が
送電網・配電網に接続されることで，従来は存在しなかった
需要側における発電により，一方通行的に電力を送る仕組み
が大きく変わりつつある．このような環境下においても，電
力を安定供給するためには，送配電系統の安定運用を実現す
る必要がある．
本稿では，これまでの電力ネットワークにおいて用いられ

てきた電力用通信について整理するとともに，電力ネット
ワークの将来像を概観し，そこで期待される高信頼な通信に
ついて述べる(7)．
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2. これまでの電力ネットワークと電力用通信

2.1 電力ネットワークの構成

山間地における水力発電所や，主に海岸沿いに設置されて
いる火力発電所・原子力発電所などの大規模発電所で作られ
た電力は，超高電圧（275～500 kV）に昇圧され，送電鉄塔
を用いて敷設される送電線により需要地側へ送られる．その
後，超高圧変電所において 164 kVに，一次変電所において
66 kVに降圧されつつ各地に分配される．更に，中間変電所
において 2.2 kVに，配電用変電所において 6.6 kVに変換さ
れる．ここからは主に配電柱を用いて敷設される配電線によ
りビルディングなどの高圧需要家には 6.6 kVで，各家庭な
どの低圧需要家には柱上変圧器により 100 Vまたは 200 Vに
変圧されて供給されている(8)．
電力の流れのイメージを図 1に示す．送電時においては電
流値に応じた発熱により送電ロスが生じるが，電流値を少な
くすることで送電ロスを低減することができる．そのために
は電圧を高くする必要があり，昇圧が容易である交流が用い
られている．また，直流のように電流が常に流れている状況
において遮断器によりスイッチを切る場合，スイッチ端子間
にアーク放電が発生してしまい，スイッチが切りにくい状況
が起こり得る．一方，交流は周期的に電流が 0になるため，
遮断器操作をそのタイミングで実施することで，アーク放電
の影響を軽減可能である．なお，我が国における交流電力
は，東は 50 Hz，西は 60 Hzの周波数が用いられている．

2.2 電力ネットワークの運用と電力用通信

良質な電力を安定的に供給するためには，使用（需要）量
と発電（供給）量を常に一致させる必要がある．需給バラン
スが崩れると，以下のように系統周波数が変動してしまう．
需要量＞供給量⇒周波数が低下する
需要量＜供給量⇒周波数が上昇する

周波数が変動すると産業機器の動作に不具合が生じ，製品の

品質に影響が出ることが考えられる．需給バランスを維持す
るため，図 2に示すように，中央給電指令所を中心に発電
所，変電所などの間で絶え間なく情報のやり取りを実施して
いる．このように需要と供給のバランスを維持するための制
御を同時同量制御という．また，送電線同士の接触などに伴
う短絡など送電系統に事故が発生した場合に，事故区間の送
電線をいち早く切り離し，電力機器の故障や異常を限定的に
するために，電力系統保護リレーシステムをはじめとした各
種リレーシステムが整備されている(9)．電力系統保護に用い
られている PCM（Pulse Code Modulation）電流差動リレー
においては，送電線の端子間において同期計測した電流値を
演算し，事故の有無を検出する．
これらのように，電力ネットワークの運用には通信が必須

であり，これは電力用通信（電力保安通信）と呼ばれ
る(10)～(13)．文献(13)では，第 135条【電力保安通信用電話設
備の施設】への解説として，以下のように記述されている．

電力系統を構成している事業用電気工作物（発電所，変電
所，電線路等の電力設備）を最も安全に合理的かつ経済的
に総合運用するため，これらの設備，機器の運転操作は全
て給電所から発せられる給電指令によって行われる．した
がって，給電所とこれらの電力設備との間には「専用」の
通信設備が必要である．ここでいう「専用」とは，原則と
して電力保安通信用電話のみのために施設されたものをい
う．

電力保安通信用電話設備などは自営網として構築・運用され
ており，電力用通信は災害時などにおいても確実な通信が実
現されている．

2.3 電力用通信の構成

電力用通信においては，電力系統の運用・保護，及び電力
設備の保守管理を目的とした通信ネットワークが構築され，
長年にわたり運用されている．
主な通信技術として，以下が活用されている．
･ 固定マイクロ波無線（6.5/7.5/12 GHz帯）
無線鉄塔上などに設置した大型パラボラアンテナを用いた
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図 1 これまでの電力ネットワークのイメージ

図 2 需給バランスを維持するための情報の流れ



ポイント-ポイント間通信により，最長 50 km以上もの距
離を接続するとともに，山間地など見通しのきかない地点
間においては反射板を設置することで接続を確保する．最
大 208 Mbpsまでの伝送速度がサポートされている(14), (15)．
･ OPGW（OPtical fiber composite overhead Ground Wire）
図 1に示すように，送電線に対する避雷設備として架空地
線（GW）が送電線とともに，送電鉄塔により敷設されて
いる．OPGW は GW に光ファイバを内蔵したものであ
り，発変電所間の通信に活用されている．
･ 配電線添架光ケーブル
配電柱に敷設された光ケーブルである．
･ 移動無線（60/150/400 MHz帯）
基地局と移動局からなる構成により，現場との音声連絡手
段として構築されている．60 MHz 帯は主に発電所構内
に，150 MHz帯は回折が期待できることから山間地にお
いて，400 MHz帯は市街地に対して使われることが多い．
一つの無線キャリヤが一つの無線チャネルに対応する
SCPC（Single Channel Per Carrier）方式(16)であり，20 km
以上の広いエリアをカバーすることもある．
各通信技術の主な適用範囲を図 3に示す．固定マイクロ波
無線や OPGWは主に基幹送電系統に用いられ，配電線添架
光ケーブルは配電系統側におけるアプリケーションに利用さ
れている．移動無線は送電線，配電線，及び発電所構内にお
ける保守業務に活用されている．このほか，非常災害時にお
ける変電所などの拠点間におけるバックアップ通信回線用途
として，通信事業者の衛星通信サービス(17)も利用されてい
る．
基幹系統の運用や保護制御に用いられている通信回線は，
装置やルートの 2重化などを図ることで，高信頼な通信を実
現している．例えば，電力系統保護用回線のための固定マイ
クロ波無線は，電波法関係審査基準(18)に則り，所要符号誤
り率 1×10－7を満たさない時間率（回線瞬断率）が，1 km
の伝送距離あたり 4×10－7以下となるように設計されてい
る．また，文献(19)によると，実績としてもこれが満足され

ていることが示されている．更に，超高圧系統に多く利用さ
れている PCM電流差動リレーにより電力系統保護を実現す
る場合に，通信ネットワークに対して要求される性能は表 1

のように示されている(19), (20)．伝送遅延時間の絶対値はもと
より，上り・下り間における伝送遅延時間差と伝送遅延時間
の変動に対してはマイクロ秒オーダの厳しい性能が要求され
るとともに，これが実現されている．現状では，PCM電流
差動リレーの信号伝送には，ディジタル同期網である PDH

（Plesiochronous Digital Hierarchy）が主に用いられている．
文献(21)には，激甚災害時においてもこれらの通信回線が

機能を維持した事例が示されている．最大震度 7の地震が発
生した環境下においても，マイクロ波無線の受信電力低下な
どが生じたものの回線断には至らなかったとされ，基幹系統
はこのように頑強な電力用通信により守られている．
近年では，需要家における電力メータ検針値の自動取得や

メータに内蔵されている開閉器に対する遠隔開閉操作を目的
として，スマートメータの導入が進められており，2024年
には全ての電力メータがスマートメータになる見込みであ
る(22)．スマートメータ通信のイメージを図 4 に示す．ス
マートメータ通信では，バケツリレー式にデータを伝送し集
約するマルチホップ無線による自営網や，携帯電話事業者網
が活用されており，2020年 3月時点で 6000万台以上のス
マートメータに対し，99.7%以上のデータ収集率を実現して
おり，非常に信頼性の高い通信ネットワークが構築されてい
る(23)．
以上のように，電力システムの運用制御や保守に対し，

様々な通信システムが自営網として構築・運用されていると
ともに，非常時対応用途などその一部は事業者網も活用さ
れ，電力の安定供給や需要家サービスの向上が図られてき
た．
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図 3 電気事業における通信技術の主な適用範囲

図 4 スマートメータ通信（マルチホップ）のイメージ

表 1 PCM電流差動リレーにおける通信への要求性能

伝送品質項目 直接接地系 抵抗接地系
伝送遅延時間 2～5 ms, 8.5 ms 4～10 ms
上り・下り伝送遅延時間差 50 Hz : 200 µs

60 Hz : 160 µs
伝送遅延時間変動 20 µs
符号誤り率 1.0×10－7



3. 将来想定される電力ネットワークのあり方

2050年のカーボンニュートラルを実現するためには，太
陽光や風力をはじめとした再生可能エネルギーを利用した発
電電力を自家消費して活用するとともに，これらの電力機器
を電力系統に連系し，系統電力として活用することが考えら
れる．再生可能エネルギーによる発電は，自然エネルギーを
活用するため，太陽光の活用においては夜間や降雨時には十
分な発電量が確保できない，雲の流れに応じて発電量に地域
的な差が生じるといった課題が生じる．また，風力発電も同
様に風量に依存して発電量が異なり，常に安定した電源とし
て扱うことが困難である．また，需要量にかかわらず発電し
てしまうため，需要が少ない時期には系統側に流入する電力
が非常に多くなる．これらによる発電電力を蓄電池などに一
時的に蓄え，必要に応じて使用することが考えられるが，蓄
電池のコストが課題となっている．カーボンニュートラルの
実現に向け，このような再生可能エネルギーによる発電機器
が大量に導入され，電力系統に連系されると，電力系統にお
いて同時同量制御を実現することが極めて困難な状況となる
ことが考えられる．需要と供給のバランスが崩れると，系統
周波数（50若しくは 60 Hz）が不安定となり，電力の品質が
低下するとともに，発電所の保護装置が異常を検知すること
で大規模発電機が停止してしまうと，さらに系統周波数が低
下するため，大規模な停電を引き起こす可能性がある．
再生可能エネルギーの大量導入環境下においても，電力系
統を安定運用するために，様々な取り組みがなされている．

3.1 DR（Demand Response)(24)

DRとは，系統運用者などの要求に応じて，需要家が消費
電力量を変化させる仕組みであり，消費電力を増やす上げ
DRと，消費電量を減らす下げ DRがある．消費電力の変化
は，空調温度の変更や照明の消灯，蓄電池や EV（Electric
Vehicle）の充電・放電や，工場や家電機器の稼働時間を変
更することで需要のピークをずらすことなどにより実現され
る．系統運用者などからの要求の出し方としては，ピーク時
の電気料金を値上げする電気料金型と，節電契約に基づいた
依頼に応じることで対価を得るインセンティブ型がある．

3.2 VPP（Virtual Power Plant)(25)

VPPとは事業者や個人のもつ各種電力機器を，契約に基
づき制御対象として活用する仕組みであり，制御対象となる
機器をエネルギーリソース，これらを束ねて契約量を創出す
る事業者をアグリゲータという．例えば，ゴールデンウィー
クなど需要の少ない時期や時間帯には蓄電池や EVへの充電
を加速する，反対に猛暑日や真冬日などにおける需要量が大
きく増える時間帯には充電から放電に切り替える供給力とし
て活用する，照明や空調の設定を変更することで需要量を削

減するといった制御が考えられ，これらの実現においては
DRが活用される．電力系統側からは制御対象とする電力機
器全体を一つの仮想的な発電所とみなすことができる．現
在，VPPを実際に構築し，その効果を実証する複数の事業
が実施され(26)～(30)，その有効性について評価がなされてい
る．

3.3 地域グリッド

限られた地域やコミュニティにおいて再生可能エネルギー
などと蓄電池からなる電源を配電網に連系し，通常時は電力
系統からの供給電力を主に利用するものの，電力系統事故な
どにより大規模停電が発生したときには配電網を電力系統か
ら当該の配電網を切り離すことで，一時的にその地域を再生
可能エネルギーによる電源のみで賄う仕組みは地域マイクロ
グリッドと呼ばれる(31)．
将来的には，地域に設置された電源や，地域内のエネル

ギーリソースを VPPにより運用するとともに，電力系統と
協調することで，地域マイクログリッドとしての運用ととも
に，需給バランスを維持した電力系統の安定運用の実現が期
待される．このような VPPは，運用する地域により特性が
異なるものと考えられ，将来的には都市型/郊外型/農村型な
ど地域に応じた配電プラットホーム（地域グリッド）が構築
されると考えられる．更に，近隣の配電プラットホーム同士
が連携運用されることにより，広域な電力系統の安定運用に
資するものと考えられる．
多くの再生可能エネルギーによる発電機器などが連系され

た配電プラットホームにおいては，電力品質の維持や公衆安
全の確保に向けて，配電プラットホーム内における配電電
圧・電流の監視や，系統周波数を監視するためのセンシング
データを IoT（Internet of Things）技術などを活用して集約
することが重要と考えられる．また，系統情報の詳細把握と
ともに，将来的には，ディジタルツイン技術などの活用によ
る系統状態の予測や適応的な系統運用・制御を実現すること
などが考えられる(32)．

4. 将来の電力ネットワークと高信頼通信

前章にて述べたように，将来の電力ネットワークにおいて
は，多くの再生可能エネルギーによる電源が需要側に連系さ
れ，これらの不安定性を踏まえた上で，電力系統の安定運用
を実現する必要がある．この際，データの収集や機器制御に
対し IoTをはじめ，通信技術を全面に活用することが求め
られ，効率的な通信ネットワーク構築及び適切な信頼度を確
保するための通信ネットワーク運用が重要となる．
本章では，将来の電力ネットワークで必要とされると考え

られる通信について述べる．
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4.1 需給調整市場

需給のバランスを調整するために必要な電力を調整力とい
う．調整力の確保において，その公正性や透明性を確保する
ことを目的として，需給調整市場が開設されている(33)．
VPPの本格化に伴い，需給調整市場の重要性が高まり，取
引の高速化と信頼性確保が必須となる．需給調整市場におい
ては，表 2に示すように応動時間に応じた区分が規定されて
おり，それぞれの商品に応じて指令及び監視の間隔が示され
ている．
現在は応動時間の長い三次調整力②及び①の市場が運用さ
れており，二次調整力は 2024年度からの市場開設が予定さ
れている．最も応動時間の速い一次調整力では，指令及び制
御自体は自端制御によるためオフラインとされているが，そ
のためのオンライン監視は数秒程度とされており，高頻度で
信頼性の高い通信が必要となる．また，一次調整力は市場へ
の参入者数が多くなることが考えられ，有線による通信回線
構築はコスト高となることが懸念されるため，無線による柔
軟で信頼性の高い通信回線構築技術が望まれる．

4.2 ディジタルツイン技術

文献(32)では，電力系統に対するディジタルツインとして
RSDT（Real-time Smart Digital Twin）構想が示されてい
る．ここでは，送電系統における多くの地点からサンプリン
グ間隔が 10 msのデータを収集することで，系統状態をシ
ミュレーションし，これを更に実系統運用にフィードバック
することが考えられている．この考えを配電系統（地域グ
リッド）に対して適用すると，更に多地点のデータを収集す
る通信ネットワークが必要になると考えられ，通信ネット
ワークの構築コストの観点からも無線技術の適用が望まれ
る．配電系統における所要サンプリング間隔は議論が必要な
部分だが，運用及び制御へのフィードバックを想定すると通
信への信頼性は強く要求されると考えられる．

4.3 時刻同期技術

PCM 電流差動リレーを用いた電力系統の保護・制御に
は，レガシー系のディジタル同期網である PDHが用いられ
ている．一方，将来的なレガシー機器の安定供給体制などに

関する懸念や，汎用通信機器を活用したコスト低減に向け
て，IP（Internet Protocol）を活用した電力用通信ネット
ワークの構築が期待されている．
IPを活用した同期網の構築においては，PTP（Precision

Time Protocol）(34)を活用した時刻同期が想定される．PTP
を用いる場合においても PCM電流差動リレーから通信ネッ
トワークへの要件が表 1のとおりであるとすると，これを実
現するための通信ネットワーク構成，及び通信機器設定など
に関する詳細な検討が重要である．更に，無線 LAN技術の
活用などを視野に入れると，欠損による再送の影響低減な
ど，新たな課題に取り組む必要があると考えられる．
以上のように，将来の電力ネットワークにおいては通信

ネットワークの全面的な活用と，適切な信頼性の確保が重要
である．需要家側における接続機器が増加することを想定す
ると無線技術の活用による柔軟な通信ネットワークの構築が
期待されるが，有限な電波資源を用いるとともに，伝搬路が
空間であるがために周囲の環境変化に影響を受けやすい無線
通信の信頼性を確保することが重要となる．また，いずれに
おいても，サイバーセキュリティの確保が大前提であり，各
種攻撃により電力系統運用に支障の出ないように冗長手段の
確保，攻撃検知手法の確立が重要であることはいうまでもな
い．

5. 無線通信技術の特性評価及び信頼性向上

将来の電力ネットワークにおける安定運用に資するための
通信技術の活用において，無線通信技術の適用が期待され
る．無線通信技術には伝送速度や送信出力，無線局免許や登
録手続きの要否，自営網か公衆網かなど，様々な種類があ
り，適材適所に活用されている．近年，IoTの発展に伴い，
低速だが長距離の通信が期待できる LPWA（Low Power

Wide Area）が注目されている．LPWAは特定の通信方式で
はなく，サブ 1 GHz帯（我が国においては 920 MHz帯）を
用い，kmオーダの伝送距離を実現する方式の総称であり，
LoRa (35)，Sigfox (36)，Eltres (37)など様々な方式がある．ここ
では，パラメータの設定により伝送速度を柔軟に変更可能な
LoRaの基礎特性について，また，レガシー機器のデータを
無線 LANにより伝送する場合の信頼性向上方策について述
べる．
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表 2 需給調整市場の商品種類と要件（文献（33）より一部抜粋）

一次調整力 二次調整力① 二次調整力② 三次調整力① 三次調整力②
応動時間 10秒以内 5分以内 5分以内 15分以内 45分以内
指令・制御
（指令間隔）

オフライン
（－）

オンライン
（0.5～数 10秒）

オンライン
（1～数分）

オンライン
（1～数分）

オンライン
（30分）

監視
（監視間隔）

オンライン※

（1～数秒）
オンライン
（1～5秒程度）

オンライン
（1～5秒程度）

オンライン
（1～5秒程度）

オンライン
（1～30分程度）

回線 専用線 専用線 専用線 専用線 専用線または簡易指令システム
※一部オフラインも可



5.1 LoRaの基礎特性

広く面的に敷設されている配電系統において様々なセンシ
ングデータを多点で取得する場合，LPWAを活用すること
で効率的に通信ネットワークを構築することが期待される．
一方，無線通信では丘陵などの地形，家屋などの地物により
電波が遮蔽されると接続することができず，また，車両など
の通行により一時的に接続が困難な状況になる場合がある．
このような遮蔽の影響を軽減し，接続性を向上する一つの方
法として，接続先となる無線装置（親機）を高所に設置し，
無線装置間の見通しを改善することが考えられる．図 5は電
力用通信設備の一つである山上中継所に LPWAの親機を設
置し，広く点在する配電機器に設置した LPWAの子機に接
続するイメージを示している．
LPWAの親機を山上などの遠方に設置することを想定す
ると，どの程度の距離に対する通信が見込めるのか，どの程
度の応答時間が実現できるのかを知ることで，適用可能なア
プリケーションの検討に資することができる．また，アプリ
ケーションの要件が明らかな場合には，これを満足するため
の置局設計や，最適なパラメータの組合せを検討することが
できる．
LoRa端末を用い，見通しのある 2地点間において受信電
力を測定した結果を紹介する．直接波と反射波の行路差が電
波の半波長以下となる範囲は第 1フレネルゾーン (r)と呼
ばれ，次式により表される．

r= λdd

d+d
(1)

ここで，d1［m］は送信点から観測点までの距離，d2［m］
は観測点から受信点までの距離，λ［m］は波長である．第

1 フレネルゾーンは図 6 のようにだ円形であり，観測点が
d1=d2の地点となる短半径はフレネル半径と呼ばれる．ア
ンテナ間の見通しがある場合においても，第 1フレネルゾー
ンが地面などにより遮蔽されると損失となる．図 7は LoRa

端末間の距離を離し，受信電力（RSSI ; Received Signal
Strength Indicator）を測定した結果である(38)．本測定にお
いては子機側のアンテナ高を 2 mとしたため，地面による
遮蔽の影響と考えられる受信電力低下が見られるが，約
20 km離れた地点において約－115 dBmの受信電力が観測さ
れている．LoRaではパラメータの組合せにより約 32 kbps

から約 0.15 kbpsまで伝送速度を変更することができる．伝
送速度が最も速い設定においては，受信感度が約－110 dBm
を下回ると通信が不安定となるため 20 kmの離隔に対して
使用することは困難であるが，最も遅い伝送速度では約
－140 dBm程度まで通信が可能であるため，受信電力変動
に対しても余裕をもって接続を維持することが期待されると
ともに，更に遠方の子機との接続も可能である．
接続性の向上を目指し，伝送距離を短くすることで受信電

力の裕度を向上し，中継により伝送距離を延伸することが考
えられる．そこで，中継機能を有した LoRa端末を用い，室
内実験により片道の伝送遅延時間を計測した結果を図 8に示
す(39)．中継動作により伝送遅延時間が比例的に増加するこ
とが分かる．上述のとおり，約 32 kbpsでは 20 kmの伝送は
困難であるものの，1区間当たりを 7 kmとし 3ホップする
ことができれば，20 kmの地点間を接続することが可能とな
るとともに，受信電力の裕度も 10 dB程度確保可能となる．
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図 5 LPWAの適用形態案

図 6 フレネルゾーンのイメージ

図 7 LoRaの受信電力距離特性

図 8 LoRaの中継時伝送遅延時間（片道）



このとき，データサイズが 50バイトであれば約 140 msの伝
送遅延となる．なお，伝送速度を約 8 kbpsと設定すると，1
ホップでの伝送遅延が約 140 msと上記と同等になる反面，
20 kmの接続においては受信電力の裕度が 5 dB程度になる
と考えられる．したがって，この場合は伝送遅延及び安定度
の観点より，高速の伝送速度を用いた中継構成の方が望まし
いといえる．一方で，中継装置の設置コストがかかることに
も考慮が必要である．

5.2 長距離無線 LANを用いたレガシー機器信
号の伝送(40)

電力機器の遠方監視制御システムにおける情報伝送には，
CDT（Cyclic Digital Transfer）方式が用いられることがあ
る．CDT方式は，制御所-被制御所間において複数の電力系
統運用情報を，所定の順序により一定周期で繰り返し伝送す
る方式である．片方向，1 対 1 の場合のシステム構成を図
9 (41)に示す．現状ではメタルケーブルや光ファイバなどを伝
送路としたディジタル同期網により CDT方式の信号が伝送
されているが，激甚災害などにおいてこれらのメタルケーブ
ルや光ファイバが断線してしまうと，変電所などの電力機器
を監視制御できなくなる．そこで，非常災害時において長距
離型の無線 LANを一時的な伝送路として CDT方式の信号
を伝送することが考えられる．
CDT方式の遠方監視制御システムにおいては，音声帯域
を用いた FSK（Frequency Shift Keying）信号を伝送してい
るため，符号化した音声帯域信号を IPパケットに収容し一
定間隔で送信することで，IP網により CDT方式の信号を伝

送することが可能となる．一方，図 10に示すように，IPパ
ケットの損失や，遅延揺らぎに起因する IP変換装置におけ
るバッファあふれなどにより音声信号が欠損すると，遠方監
視制御システム側では警報を出力してしまう．更に，有線
ネットワークに比べて無線ネットワークでは，アクセス制御
方式である CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with
Collision Avoidance），電波伝搬減衰・フェージング，干渉
雑音など様々な要因によりパケットが損失する可能性が高
い．無線 LAN を用いた CDT 方式の信号伝送においては，
このような遅延揺らぎやパケット損失を低減することが極め
て重要である．
そこで，遅延時間及びパケット損失を評価するとともに，

無線 LANを適用したことに起因する警報出力を抑制するた
め，図 11に示す実験系を用い，テレコン CDTシミュレー
タ（TCS）を用いた屋外試験を実施した．TCS-APから出
力される音声帯域の FSK 信号を IP 変換装置により IP パ
ケットとし，長距離無線 LANにより送受信する．IP変換装
置からの IPパケットの送信間隔は 5 msであり，受信側に
おいても 5 ms間隔で IPパケットを受信できれば，音声帯
域の FSK信号を欠損なく TCS-STへ渡すことができる．
図 11 に示す実験系の機器において調整可能な主なパラ
メータとして，IP 変換装置における複製送信回数，バッ
ファ長や，無線 LANにおける再送回数，送信レートなどが
考えられる．各パラメータの役割について概説する．IP変
換装置には，図 12に示すように，連続するデータをコピー
しながら送信する複製送信機能がある場合がある．これによ
り，複製回数に応じて IPパケットの損失に伴うデータ欠損
を防ぐことが期待されるが，IPパケットのデータ長が長く
なる．また，IP 変換装置には遅延揺らぎを吸収するバッ
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図 9 CDT方式遠方監視制御システムの構成(41)

図 10 IPパケット伝送による音声帯域信号への影響

図 11 無線 LANによる CDT信号の伝送実験系

図 12 IP変換装置における複製送信



ファがあるが，バッファ長が少ないとバッファあふれによる
データ欠損が生じる可能性がある．無線 LANにおいては，
CSMA/CAによる送信待ち時間や，再送制御に伴う遅延時
間が生じる．再送はデータ長が長いほど発生しやすく，再送
しても送達確認（Ack）が得られない場合には再送を繰り返
すため，遅延時間が長くなる．また，無線 LANにおける適
応変調では，再送をある程度許容して高い送信レートを使用
することでスループットを得ている場合があり，送信レート
を意図的に下げることで再送を低減することが可能であ
る(42)．
見通しのある 2地点に本実験系を設置し，10 km伝送した
後における IPパケットの遅延揺らぎを図 13に示す．縦軸
には，理想的な受信間隔である 5 msからのずれを受信間隔
の変動量としてプロットしている．図 13(a)は無線 LAN及
び IP 変換装置を初期設定のまま使用した場合であり，
20 ms以上の揺らぎが多く確認されている．一方，図 13(b)
は上述した各種パラメータを最適設定した結果であり，遅延
揺らぎが大きく低減され，安定した通信を実現していること
が分かる．
このように，レガシー機器に用いられる CDT方式の信号

を IP機器により伝送する場合など，IP機器の設定パラメー
タを適した値に設定することで伝送特性が大きく変わり，電
力系統情報の伝送に適した信頼性の高い通信回線の構築が可
能となる．

6. ま と め

本稿では，再生可能エネルギーによる発電機器が大量に導
入された環境下においても安定運用を実現する必要がある将
来の電力ネットワークに対し，通信の観点から必要となると
考えられる技術の方向性を整理した．更に，無線通信の信頼
性向上に関する検討事例として，LoRaの伝送距離と中継機
能による無線ネットワークの構成手法，レガシー機器に用い
られている CDT方式の信号を安定的に無線 LAN伝送によ
り伝送する手法について述べた．今後の電力系統運用におい
ては通信の役割がますます高まると考えられ，送電側，配電
側のそれぞれにおける機器制御や適切な頻度のデータ取得に
より，安定した電力系統運用を低コストに実現するために
は，無線通信技術の活用及び信頼性の向上が必須である．今
後，電力系統運用に限らず，様々な制御システムに対して柔
軟に対応可能な通信ネットワークの運用，制御技術の研究開
発が進むことを期待する．
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バイオメトリクスのモダリティに関する課題と
将来展望
Biometric Modality Challenges and Future Prospects

中西 功 Isao NAKANISHI

アブストラクト 本稿ではバイオメトリクスのモダリティに関する課題と将来展望について議論する．まず初めに代表的なバイ

オメトリクスを紹介する．次に現在課題となっている，プライバシー問題やなりすましに関する幾つかの問題を取り上げ

る．そして，システム利用者のなりすましを解決するための連続認証について述べ，それで必要となる，新しいモダリティ

として脳波や人体伝搬信号を紹介する．最後に，将来展望として，嗅覚・味覚認証，世の中の変化による新たな要求，娯

楽・エンターテイメント分野や健康管理での利用を紹介する．

キーワード バイオメトリクス，モダリティ，課題，将来展望

Abstract In this article, the challenges and future prospects in biometrics modalities are discussed. First, typical biometric

modalities are introduced. Next, as current challenges in biometrics, a privacy issue and spoofing issues are discussed.

For resolving the spoofing issue in system-user management, continuous authentication is necessary for which new bio-

metrics modalities such as brain waves and intrabody propagation signals are introduced. Finally, as future prospects,

smell- and taste-based authentication and some new perspectives on biometrics are introduced.

Key words Biometrics, Modality, Challenges, Future prospects

1. ま え が き

バイオメトリクスは，生体情報により本人であるかどうかを

識別するものである．犯罪捜査や遺体の個人識別としての利用

もあるが，本稿では本人の意志により行う「認証」を想定する．

認証においてバイオメトリクスは，パスワードのように覚えな

くてよい，IDカードのようにもたなくてよいという高い利便性

を持ち，一部では実用化も行われている．本稿では，次章にお

いてバイオメトリクスの代表的なものを紹介する．

しかしながら，バイオメトリクスはパスワードや ID カード

（以降，パスワード等）に取って代わる存在とはなっていない．

第 3 章ではその理由について検討を行いつつ，利用者管理での

連続認証とバイオメトリクスの親和性，必然性について述べる．

第 4 章ではバイオメトリクスの更なる普及・発展につながると

考えられる点を幾つか紹介する．

2. バイオメトリクスのモダリティ

本章では代表的なバイオメトリクスについて簡単に紹介する．

詳しくは文献（1）～（4）を参照頂きたい．バイオメトリクスにつ
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いてご存じの方は，本章を読み飛ばして頂いても結構である．

バイオメトリクスには大きく分けて静的なものと動的なもの

がある．静的，すなわち，生体情報が時間的に変化しないもの

としては，指紋や静脈，顔といったモダリティがある．ただし，

生体情報は変化しないが，それをセンサで読み取る際に周囲環

境・条件により変動が生じるため，ディジタル化した情報は完

全に同一であるとは限らない．そのため，識別精度は 100%で

はない．一方，動的，すなわち，生体情報自体が時間とともに

変化するものに声や筆記がある．生体情報が変化するため，そ

の中から不変な特徴を抽出するのが重要となる．そのため，識

別精度は静的なものより一般的に劣る．

2. 1 静的バイオメトリクス

静的バイオメトリクスとして，指紋，虹彩，静脈，顔，耳介

を紹介する．

2. 1. 1 指 紋

バイオメトリクスとしての指紋は，犯罪捜査で用いられるこ

とから一般でもよく知られている．なお，指紋による個人識別

に関する世界で初めての論文は日本から発表された．そのため，

東京の聖路加病院の近くに指紋研究発祥の地の記念碑がある

（図 1 (a)）．

指先の腹の部分は，図 1 (b) に示すように皮膚が盛り上がっ

た部分（これを隆線と呼ぶ）と谷の部分があり，これらが紋様

を成している．隆線が始まる/終わる点を端点，二つに分岐する
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図 1 指紋

点を分岐点と呼び，これらを総称してマニューシャと呼ぶ．こ

の紋様を電気的，あるいは，光学的センサで読み取ることで陰

影をもった指紋画像が得られる．基本的にはこの指紋画像（隆

線パターン）を照らし合わせることで識別・同定が行われるが，

画像そのものではなく，それから抽出されるマニューシャの数

や位置，更にはマニューシャ間を通る隆線の数を用いて照合す

る場合もある．

犯罪捜査で使われることから指紋を採取することへの抵抗が

あるが，一部のスマートフォンでは，電源スイッチ部分に指紋

センサを組み込み，利用者が電源ボタンを押すのと同時に指紋

認証を実施することで，利用者が抵抗を感じずに指紋を提示す

る仕掛けを講じている．

指紋は体外に露出し，何かを指で触った際にそこに指紋が残

る（残留指紋）ため，本人が知らない間に生体情報が盗まれる

可能性がある．近年，カメラの解像度が高くなったため，SNS

で公開する写真の指から指紋画像が検出できるようになり，悪

用される危険性も指摘されている．また，指を使う仕事により

指紋の凹凸が薄くなったり，けがにより一時的に使えなくなっ

たり（注1），手術により改造される危険性がある．

2. 1. 2 虹 彩

虹彩とは，図 2 に示す目の瞳孔の周辺にある円盤状の紋様で

ある．光学的に取得した目の部分の画像から虹彩部分を特定し，

（注1）：入出国検査で指紋認証が取り入れられつつあった 2005 年に筆者が米国に出

張した際，入国時に人差し指の指紋を登録した．出国の際は搭乗ゲートでの携帯型指

紋センサによる検査であったが，滞在中に人差し指に怪我をしてしまい，絆創膏を巻

いていたのだが，そのことを忘れていて，人差し指を差し出した時点で筆者も，そし

て係員も初めて「あ！」となった．さて，そのとき係員はどうしたであろうか？ 係

員の指示は，代わりに中指をセンサに提示せよであった．指ごとに指紋は異なるため，

別の指の指紋で認証することはできない．係員の端末にどういう結果が表示されたの

かは分からないが，結果的に検査は通過できた．その係員が指紋認証を理解していた

のなら，中指を提示させても意味がないことは分かっていたはずで，しかし，何もさ

せないわけにはいかず，仕方なしに中指を提示させたのか，それとも指紋認証が何か

を理解せず，指示どおりに指紋を採取していたため，代わりに中指で採取したのか．

試験的な導入であったために許されたのかもしれないが，バイオメトリクスを研究す

る立場では興味深い経験であった．

図 2 虹彩

図 3 静脈

図 4 顔

その部分の濃淡変化をデータ（コード）化する．虹彩の紋様は

非常に複雑なため，個人間で大きく異なることから，識別精度

が高いという特長がある．そのため，従来は大きな撮影装置が

必要であったが，近年は撮影技術の向上によりスマートファン

に付属のカメラでも検出できるようになっている．

2. 1. 3 静 脈

近赤外光は生体を通過するのに対し，血液中のヘモグロビン

には吸収されることを利用し，人体中の血管像を可視化したの

が静脈パターン（画像）である（図 3 参照）．手の甲や手のひ

ら，指の静脈が用いられており，静脈パターンそのもので照合し

たり，指紋のマニューシャのようにパターン内の分岐点を抽出

して照合したりする手法が利用されている．人体内部の生体情

報であるため，ほかの静的特徴と比べ，偽造しにくい点が特長

である．一方，寒さや体調により血流量が減少し，静脈パター

ンが検出できない場合がある．

2. 1. 4 顔

人が顔を見て誰かを判断するように顔画像により本人かどう

か，誰かを判断する（図 4）．そのため，顔認証の受入受容性は

最も高い．一方，一卵性双生児のようによく似た場合やサング

ラスやマスクをしている場合，髪型変化や化粧により変化した

場合に見分けがつきにくいのも人間と同様である．以前は，顔
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図 5 耳

画像そのものを照合するのでなく，固有顔と呼ばれる顔画像に

共通な要素で表現し，各要素の大きさ（重み）の類似度合いで

判別するものや，顔全体ではなく，鼻や目，口などの局所的な部

分で照合を行うものなどが提案されていた．しかしながら，照

明・撮影条件，眼鏡の有無，髪型，化粧，更には加齢などによ

る様々な変化に対応する必要があり，十分な精度が実現できな

かった．それに対し，近年は機械学習に基づく手法が脚光を浴

びている（5）．顔の輪郭や目や鼻，口などの位置を特徴点として

学習を行い，認証では，機械学習のもつ強力な汎化性を用いて

様々な変化（未学習データ）への対応が実現されている．カメ

ラに正対する必要がない，いわゆるウォークスルー認証や多人

数が写る画像から同時に認証する技術，最近の新型コロナ禍で

はマスク装着画像でも認証することが可能になっている．更に

二次元画像だけでなく，距離情報も含めた三次元画像で認証す

る方法も提案されており，顔写真による偽造，なりすましを防

止するのに役立つ．なお，顔画像の取得は，プライバシー保護

と大きく関わる．これについては次章で取り上げる．

2. 1. 5 耳 介

一般に耳と称される，耳の穴を取り囲む突起状の部分は耳介

と呼ばれ，軟骨で形成されており（図 5），成長後は不変で個人

性があるため，指紋と同様，古くから犯罪捜査で用いられてき

た．耳介を撮影し，得られた画像において耳介を構成する複数

の凹凸部分に着目し，それぞれの端点や分岐点などを抽出，特

徴点とし，特徴間の距離や角度を用いて照合する．ただし，そ

の歴史的経緯からか，認証での利用，すなわち，正対して撮影

した耳介画像で照合するのでなく，犯罪捜査での利用，すなわ

ち，防犯カメラで取得された画像から耳介画像を抽出して照合

することが多いため，撮影角度が異なる耳介画像を照合する技

術が求められる．犯罪者はサングラスやマスクで顔を隠してい

ても，耳介は見えている場合がある．

2. 2 動的バイオメトリクス

動的なバイオメトリクスは，別名，行動的バイオメトリクス

とも呼ばれ，人が行動することにより生じるものを情報とする．

静的なものは，ログイン認証や入室管理，入出国管理など，本人

認証が求められる全ての場面で適用可能であるが，動的なもの

は，その行動が自然と行われる状況での利用に限定される．例

図 6 声紋

えば，部屋の入室時の認証に歩容（歩き方）を用いる場合，部

屋に入る際の歩く様子を捉えて認証することは自然だが，コン

ピュータのログイン認証に歩容を用いると，利用を開始する際

に歩く動作を行う必要があり，それは不便であるため，受入受

容性は低くなる．本節では，動的なものとして声紋，筆記，タ

イピング，歩容を紹介する．

2. 2. 1 声 紋

バイオメトリクスとしての声は声紋である．マイクから入力

された音声信号を高速フーリエ変換やケプストラム分析により

周波数解析し，それを解析区間をずらしながら繰り返すことで

声に含まれる周波数成分の時間変化（時間–周波数解析）を表す

サウンドスペクトログラム（声紋パターン）が得られる．例を

図 6 に示す．横軸は時間，縦軸は周波数である．

基本的にはこの声紋パターンをあらかじめ登録しているもの

（テンプレート）と照合することで認証を行うが，声紋パターン

から話者の特徴をパラメータ（モデル）化し，それにより照合

を行う方法もある．

ところで，声紋パターンは発話内容に応じて変化するため，発

話内容を固定しなければならない（例えば「開けゴマ」）が，発

話内容が第三者に漏れると詐称される危険性が高くなる．更に

声紋は声を出すことで得られるため，音声データが第三者に漏

洩する危険性が高い．しかし，音声データが漏洩するとあらか

じめ録音した音声を用意できてしまう．そのため，認証のたび

に発話内容を認証システム側が指定する方式も提案されている．

更には発話内容に依存しない，すなわち，自由な発話による認

証も実現されている．ただし，この場合，話者のモデルを獲得

するのに長時間の発話が必要となるが，近年は深層学習により

様々な声紋パターンを学習することで実現している．

電話で通話する際，発声することは自然な行為であり，かつ，

意識することなく生体情報の提示が行われることから，そのよ

うな状況での声紋認証の利便性，受入受容性は高い．

2. 2. 2 筆 記

筆記の際の動作や筆記したものにより照合する．これにはオ

フライン型とオンライン型がある．オフライン型は，既に紙な

どに書かれたものをカメラやスキャナで画像情報として取り込

み，抽出される特徴点を用いて照合する．一方，オンライン型

は，電子ペン・タブレット装置を用いて，筆記動作から得られる

情報，例えば，タブレット上でのペンの位置（座標），ペンの傾

きなどの時間的変化を実時間で抽出するもので，あらかじめ登

録したそれらの時系列パターンとの照合や，時系列パターンか
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図 7 署名

ら抽出される特徴点の照合により実現される．なお，オンライ

ン・実時間での本人認証ではオンライン型が主になる．

筆記認証として最も知られたものは署名（サイン）照合であ

る（図 7）．先の声紋と同様，認証の際の筆記内容が決まってお

り，あらかじめ登録している本人署名と認証時に書かれたもの

を照合することで本人かどうかを判定する．しかしながら，本

人の名前から署名内容（形状）が推測できるため，模倣される

危険性がある．そのため，声紋と同様，認証システムが筆記内

容を指定する方式も提案されている．更に何を書いても照合で

きる方式も考えられるが，それには筆記内容に依存しない本人

特徴（筆記癖）を抽出しなければならず，実現には至ってない．

なお，署名をパターン照合することをバイオメトリクスとし

て捉えるのは少し問題がある．この場合，利用者は自身の署名

形状を覚えておかなくてはならない．しかし，バイオメトリク

スは覚えなくてよいのが最大の利点である．署名形状を覚えな

くてはならないというのは，バイオメトリクスとしての要件を

備えないことになる．そのため，覚えなくても済むように署名

でなく，記名（普段どおりに名前を書くこと）で実現されてい

ることが多い．しかしながら本来，署名は他人が見ても内容が

判別できず，模倣することが困難なものでないといけない．良

い例は有名人のサインである．しかし，そうであれば，覚えな

いといけないことになる．このジレンマは，署名のパターン照

合を行っていることから生じる．形状を照合するのでなく，署

名形状に含まれる，形状に依存しない書き癖を抽出し，それを

用いて照合しなければならない．それができれば先に述べた筆

記内容に依存しない認証も可能になり，覚える必要もなくなり，

筆記が真にバイオメトリクスとなる．

古くから日本では本人証明に印鑑を用いてきたが，欧米では

署名が用いられてきた．そのため，欧米での署名の受入受容性

は高い（注2）．しかしながら，電子的であっても手書きする機会が

減ってきた現代では，筆記による認証が想定される機会は少な

くなっており，それが最大の課題である．なお，宅配物の受取時

に署名を求められるが，事前に本人署名は登録しておらず，本

人かどうかの照合は行われない．単なる受領確認，チェックマー

クと同じである．

（注2）：以前に留学生から聞いた話として，彼の国では高校の授業で全員が自身の署

名を作成するそうである．

図 8 タイピング

図 9 歩容

2. 2. 3 タイピング

人がコンピュータのキーボードを打つ際（図 8）のリズムにも

個人性（癖）があり，それがバイオメトリクスとして利用され

ている．具体的には，キーを押している（キーストローク）時

間や次のストロークまでの時間，押し間違いの頻度などを個人

特徴として登録しておき，認証時のそれらと照合する．声紋や

筆記と同様，特定の内容をキー入力することで照合する方式や

自由な内容をキー入力する場合がある．

なお，マウス操作にも同様な個人性があるとされており，マ

ウスの移動速度や距離，ダブルクリック時の間隔などが個人特

徴として考えられている．そして，これらは，近年はコンピュー

タやスマートフォン利用時での連続認証で用いることが提案さ

れている（6），（7）．

2. 2. 4 歩 容

人が歩く際（図 9）の手足の動き，歩幅や腕の振り，姿勢，左

右での違いなどに個人性が現れるとされており，それをバイオ

メトリクスとして用いたのが歩容認証である．体全体が生体情

報となるため，最も規模が大きいものとなり，遠く離れた場所

から撮影した映像からも抽出できるのが最大の特徴である．具

体的には，映像から直接的に特徴を抽出して照合する方法と映

像中の体の関節や互いの角度などを抽出し，モデル化して照合

する方法がある（8）．一方，歩くという動作は距離（空間）を必要

とするため，その空間が確保できる環境での認証に限定される

ことから，ほかの動的バイオメトリクスよりも応用が限定され
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る．現在は防犯・犯罪捜査が主用途である．防犯カメラの映像

は，屋外で撮影されることが多いため，天気や服装などの変化

による影響を受けやすい．そのような変動に追従するため，深

層学習の導入が進んでいる．

3. 現在の課題

前章でご紹介したようにバイオメトリクスは利便性に優れる

反面，課題もある．本章では，プライバシー問題やなりすまし

（不正利用）について考える．

3. 1 プライバシー問題

近年の顔認証技術の発展は目まぐるしい．特に NEC が米国

評価団体主催のコンテストで何年も 1 位を獲得しており（5），日

本でバイオメトリクスを研究する立場としても誇らしい．しか

しながら，急速な発展のために新たな問題が生じている．技術

の進歩にそれを受け入れる側の社会が追い付いていない．その

一つがプライバシー問題である．

街中のいたるところに設置されたカメラで取得された映像か

ら，誰がいつどこにいたかが容易に分かる．犯罪捜査では犯人

のスピード検挙につながるが，犯罪者でもない一般市民がどこ

で何をしているのかが他人に知られるとなると気味が悪く，問題

にもなる．欧米では顔認証技術の利用を禁止する動きもある（9）．

また，カメラに顔画像が取得できないように特殊なメガネの提

案も行われている（10）．

検出が容易で，かつ，人が他人を同定する際に日常的に用い

ている生体情報は，このようなプライバシー問題を引き起こす．

声もそうである．人は誰の声かが識別できる．もし，カメラの

ように街中にマイクがあれば，それで取得された音声から誰が

いつどこにいたのかが特定できる．

これには生体情報の管理の問題が関わっている．街中で取得

された生体情報がどのような目的で取得され，どのような形で

管理されているかが，規定されていない，そのことが知らされ

ていない．知らない間にカメラが設置され，何の制限もなく自

由に映像が取得されている．映像を撮られる側には選択権，拒

否権がない．

3. 2 なりすまし

他人による本人へのなりすましも大きな問題である．日本で

は情報は財物に含まれないため，生体情報そのものを盗み取っ

ても罪にはならず，また，それにより本人になりすましたとし

てもその行為自体は法律では禁じられていない．ただし，それ

により名誉棄損などにつながれば違法行為となる．ここでは三

つの観点，体外生体情報，無意識な生体情報の提示，一度きり

認証，から考える．

3. 2. 1 体外生体情報

前章で紹介したモダリティでも，生体情報が体外に露出し，か

図 10 顔認証装置の詐称実験風景 印刷した顔画像

（上）を顔認証装置に提示している（下）．

つ，他人からいつも見える状態にあるものは，生体情報が盗ま

れる危険性がある．例えば，指紋は指で触れたところに残るた

め，それを盗み取り，シリコンなどの柔らかい物質に印刷すれ

ば，偽造指紋が作成できる．これに関しては横浜国立大学の松

本勉教授の研究が有名である（11）．虹彩認証や静脈認証に関する

取り組みもある（12）．筆者も以前にバイオメトリクスの脆弱性を

紹介するため，図 10 に示す自身の顔画像を印刷したものを市

販の顔認証装置に提示して認証が可能かの実験を行ったことが

ある．結果，認証装置は印刷顔画像を受け入れてしまった．

このようなことが生じる原因は，生体情報といいながら，入

力を生体に限定できていないからである．もちろん，バイオメ

トリクスとしては生体情報の抽出が可能であることが必然であ

るため，スキャナやカメラにより画像化できることは特長では

あるが，それがかえって窃盗を容易にする．

そのため，生体検知の技術が補足的に必要，あるいは，生体情

報そのものが生体検知の機能を本質的に備える必要がある．例

えば，前者では，赤外線センサを併用して対象物の温度を測定

し，生身のものかそうでないかを判別し，後者では，赤外線セ

ンサにより得られる生体情報を用いて認証を行い，同時に温度

も測定して生体検知を行う．

3. 2. 2 無意識な提示

生体情報の無意識な提示もなりすましを可能にする原因の一

つである．先の偽造指紋の例のように触れたところから生体情

報が盗み取られる恐れがある．逆にいえば，認証のたびに生体

情報を意識的に提示しなければならないことは，不便ではある

が，提示する/しないの選択が可能であり，不用意な提示や他人

に盗まれるのを防ぐことができるという利点もある．

1人の人間が有する生体情報の数には限りがある．手指指紋で

あれば 10個，顔であれば一つしかない．数少ない生体情報が他
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図 11 システム利用時のなりすまし

人に盗まれてしまうとそのモダリティでの認証ができなくなる．

鍵を失くした場合は鍵装置を取り換えれば済むが，バイオメト

リクスはそれができない．そこで，生体情報を直接登録（使用）

するのでなく，変換したものを用いる，キャンセラブル・バイオ

メトリクスもある（13）．たとえ生体情報が盗み取られたとしても

変更することができる．生体情報の数には限りがあるという問

題を解決してくれる．

3. 2. 3 一度きり認証

コンピュータなどのシステム利用者の管理を想定した場合に

は更なる問題が生じる．システムの利用開始時だけに認証を行

い，正規の利用者であるかどうかを確認するだけでは不十分で

ある．図 11 に示すように利用開始時に正規の利用者が認証を

行い，システムが利用できるようにした後に他人と入れ替われ

ば，非正規利用者でもシステムが利用できてしまう．このこと

はバイオメトリクスに限ったことではない．パスワード等によ

り認証を行う場合も同様の問題が生じる．これを防ぐには次章

で議論する連続（継続）認証が必要になる．

3. 3 バイオメトリクスで守るべき価値

技術的な事柄ではないが，なりすましに関係することなので，

この機会に議論しておく．それは，バイオメトリクスにより守る

価値となりすましにより被る代償についてである．バイオメト

リクスは，認証の際に何ももたなくてもよい，忘れる心配もな

いという利便性から生まれたものである．一方，パスワードや

IDカードの識別精度は 100%であるのに対し，バイオメトリク

スの場合，生体情報の提示の仕方や読み取り装置，環境により

変動が生じるため，精度は 100%でない．バイオメトリクスは誤

りがあることを前提にしたものであることを忘れてはいけない．

ところが最近，高級車やマンションの宣伝で利用者管理にバ

イオメトリクスを用いることがうたわれていることがある．セ

キュリティ性（精度）が高いことによる高級感を訴えているよ

うに感じる．しかしながら，バイオメトリクスを導入すること

で，利便性は向上するかもしれないが，識別精度は向上しない．

パスワードは，間違わなければ，精度は 100%である．「高級」

であることの証としてバイオメトリクス導入をうたうことに疑

問を感じる．

高級なものは再販価値が高く，盗みの対象となる．盗んで売

ることにより得られる犯罪者の利益は多い．それを守るために

バイオメトリクスを導入するとそれを盗むためにバイオメトリ

クスも盗まれることになる．以前に指紋認証を備えた高級車を

盗むために車の所有者の親指が切断されたという事件が外国で

あった．所有者になりすますために鍵となる生体情報を盗んだ

わけである．バイオメトリクスを盗むことは，四肢の欠損を与

え，最悪の場合は生命を脅かすことになり，捕まった場合は傷害

罪や殺人罪になる．そのことと得られる利益を天秤にかけ，得

られる利益の方に魅力があればこのような事態を招く．

それに対し，スマートフォンにバイオメトリクスを導入する

場合はどうだろうか．目的は，高級感をもたせるというより，利

便性を向上させるためのように思われる．電源ボタンに指紋セ

ンサを備えたものは，電源ボタンを押すだけで同時に認証も行

われ，便利である．更にスマートフォンの再販価値はそれほど

高くない．それを盗むために所有者の指を切り落とし，最悪は

傷害罪になる危険を冒そうとは思わないであろう（注3）．最近は自

転車の鍵に指紋認証を導入したものもある．自転車の価値もス

マートフォンと同様であり，導入動機は利便性の向上である．

罪を犯してまでなりすまそうとするのは，それまでして盗む

価値がある場合である．その場合，なりすましの代償は，最悪

は傷害罪や殺人罪につながる．価値あるものを守るためにバイ

オメトリクスを導入することは危険である．

4. 連続認証への取り組み

3. 2. 3 節で示したようにシステム利用者の管理においては，

利用開始時の一度きりの認証では非正規利用者によるなりすま

しを防ぐことができない．それを防ぐには，利用開始時だけで

なく，システム利用中も常に認証（監視）し続ける必要がある．

ここではそれを連続認証と呼ぶ．

4. 1 バイオメトリクスの普及に関して

バイオメトリクスは，パスワード等のように覚えなくてもも

たなくてもよいという，従来の認証方法が抱える問題を一挙に

解決できるものとして期待された．それにもかかわらず，現在

でもパスワード等が使われる機会が多い．理由は幾つか考えら

れる．

一つは，生体情報を読み取るための装置が新たに必要になり，

コスト増につながる点である．しかし，スマートフォンに搭載

されるカメラを用いて顔認証を実現すればコスト増はない．確

かにそういうところではバイオメトリクスの導入が進んでいる．

また，使用する上での知識やマニュアルの理解，慣れるまで

の経験が新たに求められるため，それが障害となっているかも

しれない．しかしながら，スマートフォンのように必要であれ

ば，分厚い説明書を読んで使用するわけであり，本質的な要因

とは考えられない．

不便さに関してはどうであろうか．認証するためにわざわざ

生体情報を読み取り装置に提示するわけだが，その点はパスワー

ドを入力したり，IDカードを提示したりするのと変わりはない．

しかしながら，一部のスマートフォンには電源ボタンに指紋セ

（注3）：他人のパスワード等を悪用するだけでも不正アクセス禁止法により 3 年以下

の懲役，または，100 万円以下の罰金が科せられる．
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ンサが組み込まれており，電源ボタンを押すのと同時に指紋が

読み取られ，認証のための新たな行為が不要なものもあり，自

然と受け入れられている．覚えなくてももたなくてもよいとい

う利便性だけでは不十分で，意識せずに生体情報の提示ができ

るといった，更なる利便性向上が求められるのかもしれない．

バイオメトリクスに関する知識がある場合は，手指であれば

10個，顔であれば一つしかない生体情報が，どのように管理さ

れるかに不安を覚えて導入に踏み切らない場合も考えられる．同

様に生体情報が盗まれたり，詐称されたりする危険性があるこ

とから二の足を踏んでいる場合もあるであろう．

以上のように幾つかの要因が考えられるが，決定的なものは

ない．特定の場面ではバイオメトリクスの導入が進んでいるが，

従来のパスワード等で事足りている状況である．

ここで，認証において，セキュリティ性と利便性は必ず相反

する．本人かどうかを判断する基準を上げればセキュリティ性

は向上するが，本人であっても拒否される頻度も増え，利便性

が低下する．そして，一般生活において，利便性よりセキュリ

ティ性が上回ることは少ない．使いやすいことが重要である．従

来のパスワード等の代替としてバイオメトリクスを捉える限り，

上述のような観点で天秤にかけられ続ける．

4. 2 キラーアプリケーション

パスワード等の代替としてではなく，バイオメトリクスでな

いと実現できないものがあれば，パスワード等で事足りず，必

然的にバイオメトリクスを用いることになる．これまで何度も

紹介した電源ボタンに指紋センサを組み込んだスマートフォン

が好例である．もう一つの答えがシステム利用者の連続認証で

ある．

システムを利用する際，利用者は常に認証され続ける（注4）．連

続認証を実現するには，常に認証データを提示し続ける必要が

ある．しかし，パスワードを入力し続ける，IDカードを提示し

続けることは不可能である．バイオメトリクスでも本人が意識

して提示する必要のあるものは不向きである．バイオメトリク

スの中でも意識して提示する必要のない，受動的に検出可能な

ものでなければならない．連続認証は，バイオメトリクス，特に

受動的に検出可能なバイオメトリクスでしか実現できない，キ

ラーアプリケーション（バイオメトリクスを普及させるほど魅

力のある応用）である．なお，このような連続認証とバイオメ

トリクスの親和性への気付きも出てきているが，具体的な提案

までには至っていない（14）．

さて，ここまでは話を簡単にするため，常に認証をし続ける，

連続認証を議論してきたが，実際には認証し続ける必要はない．

認証が必要となった際に行えばよく，筆者はこれをオンデマン

ド認証と呼んでいる（15）．認証し続けることは認証システムの計

算負荷を増やすことにもなり，特にアプリケーションと認証を

同一のシステムで実行する場合に問題になる．

（注4）：タイピングのような連続動作を生体情報として用いることから，それを連続

認証（Continuous Authentication）と称する研究もあるが，ここでの連続認証

とは区別する．

4. 3 新しいモダリティ

本人が意識して提示する必要のない，受動的に検出可能なバ

イオメトリクスとしては，顔や指紋，虹彩，耳などが挙げられ

るが，生体情報が体外に露出するものは，他人がそれを取得し，

作成した偽造物で認証装置を欺むく危険性がある．また，整形

により生体情報そのものが改ざんされる危険性もある．更に顔

は，先にも示したようにプライバシーの問題を抱える．

無意識に提示できるモダリティとしては，動的バイオメトリ

クスの声紋もある．認証のために発声するのでなく，話してい

るときに認証を行うものである．しかし，当然ながら発話中に

しか認証ができず，通話場面での利用に限定される．同様に歩

容も認証できるのは歩いているときに限定される．したがって，

現在一般的に用いられているモダリティには連続認証に適した

ものがない．

さて，バイオメトリクスのキラーアプリケーションとしての

連続認証，オンデマンド認証であるが，そこまでして認証する

必要があるのか，という疑問も生じる．確かにスマートフォン

のような個人使用機器では秘匿する必要性も高くなく，守るべ

き価値も限られるため，一度きりの認証で十分であるかもしれ

ない．利用者側もそれを望まないことが想定される．それに対

し，人命が関わるような場合や大切な情報を扱う場合はどうだ

ろうか．利用者の考えとは関係なく，強制的に利用中の認証が

義務付けられる，例えば，航空機や列車，バスなどの乗り物，機

密情報を扱うシステム，免許や資格取得のためのオンライン学

習システム，銃や兵器を扱う場合（16）などである．

そこで，筆者はこれまで二つの新しいモダリティを研究して

きた．一つは脳波であり，もう一つは人体伝搬信号である．

4. 3. 1 脳 波

脳波は以前よりバイオメトリクスに利用することが研究され

ていた（17）．しかしながら，その利用場面は想定されていなかっ

た．脳波は µV 単位の微弱な信号であるため，現在の技術では

頭に電極を設置しなければ検出できない．それが最大の難点で

ある．例えば，部屋に入る際にわざわざ電極を装着して認証を

行うだろうか？ それは想像できない（注5）．

しかしながら，システム利用者の連続認証ではそのことは問

題にならない．システムの利用開始時に脳波計を装着しなけれ

ばならず，そのことを意識することになるが，装着後はそれを

意識することはなく認証が実施できる．脳波は連続認証との親

和性が高い．図 12 に示すようにシステムの利用開始時に脳波の

装着が義務付けられ，システムの利用中は常に認証が行われる．

ただし，いきなり利用（作業）中での脳波により識別性能を検

証することは難しいと考え，まずは閉眼・リラックス状態での脳

波から始め，閉眼・精神活動中，開眼・精神活動中，開眼・作業中

というように測定条件を複雑にしながら研究を行った（18）～（21）．

開眼・作業中では乗り物の運転者認証を想定したが，実際の車

の運転中での脳波測定は危険であったため，レーシングゲーム

（注5）：将来に非接触で脳波が検出できるようになればこの議論は無用になる．
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図 12 脳波認証の利用形態

図 13 開眼・作業中の脳波測定風景

と模擬機器により部屋の中に簡易的な運転環境を構築して測定

を行った．図 13 は測定風景である．

脳波計には電極が前頭部に一つの商用のものを用いた．一定

時間取得した脳波を離散フーリエ変換により周波数解析し，あ

らかじめ取得しておいた本人のもの（テンプレート）と比較す

ることで一対一の識別を行った．識別にはユークリッド距離判

別やサポートベクタマシン（SVM）を用いた．測定条件が異な

るため，直接的な比較はできないが，閉眼・リラックス状態で

は，等誤り率（EER）が 10%程度であったが，開眼・作業中で

は 20%程度であった．被験者数は 20 名規模である．なお，バ

イオメトリクスでは，本人を誤って他人と判別する率（本人拒

否率：FRR）と他人を誤って受け入れてしまう率（他人受入率：

FAR）は，必ず相反する関係になる．EERはそれらの値が同じ

となる場合であり，バイオメトリクスの識別性能を評価する場

合によく用いられる．誤り率であることから小さい方が識別性

能はよいことになる．なお，現在もそうであるが，将来的には

連続（オンデマンド）認証を想定しつつ実際の測定や識別性能

の評価は一度きりのものである．

脳波には，自発的に発生する成分と何らかの刺激により発生

する誘発成分もある．先に紹介した研究は前者の自発脳波に着

目したものであった．一方，利用者ごとに関係のある刺激を提示

することで，誘発される脳波にも個人性が増し，結果として識

別性能が向上するのではないかと考えた．しかしながら，利用

者が知覚できる刺激を用いるとシステム利用の妨げになる．そ

こで，利用者には知覚されない刺激を用いることを考えた．

これはサブリミナル効果として有名である．ある映画の中で

炭酸水を飲めという一コマメッセージを繰り返したところ，映

画館でのその炭酸飲料の売り上げが急増したというものである．

このエピソードの真偽は明らかではないようだが，知覚（認知）

図 14 人体伝搬信号

図 15 手のひら伝搬信号による認証の想定図

されない視覚刺激により脳波に誘発成分が生じることは認めら

れている．聴覚ではハイパーソニック・エフェクトが知られて

いる（22）．人には聞こえない超音波を含む音楽によりある特定の

帯域の脳波が増大するというものである．

システム利用者に知覚できないように刺激を与え，その際の

誘発脳波を測定して認証を行えばよい．逆に誰もが刺激を知覚

できないことで認証が行われる時機が不明なため，なりすまし

もしにくくなるという新たな効果も生まれる．現在，視覚，聴

覚，触覚において研究を進めている（23）～（25）．

4. 3. 2 人体伝搬信号

脳波と同様，連続認証での利用を想定したものとして人体伝

搬信号を提案している（26）．人体通信技術を手掛かりに筆者が独

自に考案したものである．図 14 のように人体表面に二対の電極

を設置し，その一方の間に微弱な信号を流す．それにより周囲

に電界が生じ，それがもう一方の電極間での電位差として検出

される．これを人体伝搬信号と称している．この伝搬特性が個

人ごとに異なればバイオメトリクスとして用いることができる．

更に，人はシステムを利用する場合，システムの何らかの部

分を手でもったり，握ったりする．手はシステムとその利用者

にとって最も便利で大事な接点となる．そこで，コンピュータ

を利用する際のマウスやキーボード，乗り物を操縦するハンド

ルなどに人体（手のひら）伝搬信号検出器を設けることでコン

ピュータや乗り物を操作中の利用者を連続的に認証することが

できる（図 15）（27）．

個人特徴としては，伝搬信号の振幅スペクトルや位相スペク

トルを抽出し，あらかじめ保持している本人のテンプレートと

照合する．なお，位相を抽出するには基準となるものが必要と

なるが，それでは基準用と伝搬信号用の二つの検出器が必要と

なるため，基準を用いずに検出できる二階差分位相スペクトル

を提案している（28）．

17 名の実験協力者を用いて，1 MHz から 100 MHz までの

1 MHzごとの正弦波を同振幅，零位相で複合させた信号を伝搬さ
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せ，振幅スペクトル，位相スペクトルのユークリッド距離による

識別により，それぞれ 30%弱の EERが得られている（29）．現在，

特徴融合や多点測定による識別性能に取り組んでいる状況である．

5. 将 来 展 望

利便性の面で優れるバイオメトリクスの普及が進まない理由

を起点に考えてきた．今後，バイオメトリクスそのもの，そし

てそれを取り巻く状況も変わる可能性がある．本章ではそういっ

た点に関する幾つかのトピックスを紹介する．

5. 1 嗅覚・味覚認証

人の五感（視覚，聴覚，触覚，嗅覚，味覚）で考えると，ま

ず，人が放つ生体情報としては，視覚としての像（顔，指紋な

ど），聴覚の声，嗅覚の匂いがある．像や声は 2. で示したよう

に実用化まで行われているが，匂い，例えば体臭や呼気の匂い

についても研究が行われている（30），（31）．ただし，汎用的なもの

ではなく，利用分野は限定される．課題はセンサ技術であろう．

匂いを実時間で測定・分析でき，かつ，小型，低コストで実現で

きれば，例えば発話中の声だけでなく，呼気の匂いを用いても

認証できる．声は能動的に生体情報を発する必要があるが，体

臭であれば無意識に放たれるため，継続的な認証にも向く．体

臭は容易に再現できないことから対詐称性も高い．

一方，感覚が受ける刺激として考えると，視覚は映像，聴覚は

音，触覚は振動や温度，嗅覚は匂い，味覚は味として全ての感

覚が候補となる．先にご紹介した知覚できない刺激による誘発

脳波を用いる認証では，嗅覚と味覚は未検討の状況である．例

えば，人が知覚できないぐらいの微弱な匂いを提示し，それに

より生じる誘発脳波を用いて認証が実現できれば興味深い．人

それぞれ匂いの好みは違うであろうから，利用者ごとに匂いを

変えることで誘発脳波の個人性が増すことが期待できる．課題

は匂いの提示装置である．利用者に応じて様々な匂いを実時間

で提示することが求められる．味覚の場合も同様である．ただ

し，味覚の場合，口内に刺激を与えなければならない．人は普

段，口を閉じているため，刺激提示のために口を開ける行為が

必要となり，連続認証には不向きである．

センサ技術の発達により，従来は計測できなかった生体情報

が計測できるようになることで，バイオメトリクスのモダリティ

が増えるかもしれない．

5. 2 世の中の変化による新たな要求

現在の新型コロナウイルスが蔓延する世の中では新しい要求

が生まれている．その一つに非接触要求がある．ウイルスへの

感染経路の一つとして接触感染がある．それを避けるため，人々

はできる限りものに触れたがらない．従来，指紋は，指をセン

サに触れることで検出していたが，最近では非接触，すなわち，

センサに指をかざすことにより検出できるようになっており，そ

ういったセンサの開発や導入が進むであろう．このような世の中

の変化がバイオメトリクスにも新たな流れを起こす．ただし，非

接触による生体情報の提示には問題もある．生体とセンサが直接

触れることで真の生体情報提示を担保することも考えられるが，

非接触の場合はそれが難しくなり，なりすましの危険性が増す．

同様な要求としてはマスクを装着した顔での認証もある．新

型コロナウイルスへの感染を防止するため，マスクの着用が必

要になるが，顔認証を行うには一時的でもマスクを外す必要が

あり，それは感染の危険性を増やし，不便でもある．そこで一

部のスマートフォンではマスク着用時での顔認証が可能になっ

ている．個人特徴として顔全体を用いるのでなく，目の周辺だ

けを用いる．虹彩認証も含めて目周辺認証は，先の非接触要求

にも対応できる．

5. 3 娯楽・エンターテイメント分野での利用

バイオメトリクスの更なる拡がりに関しては，娯楽・エンター

テイメント分野での利用が一つのきっけかにならないかと考え

ている．当初はビジネス利用を想定し，自動車電話として導入

された携帯電話の普及・進化には，ポケットベルによる新しい

コミュニケーション文化を創造した女子高生をはじめとする若

年層の影響が大きい（32）．そういった若年層が興味のある娯楽・

エンターテイメント分野での利用が進めば，これまでにないバ

イオメトリクスの新しい利用方法につながるかもしれない．

例えば，芸術作品としての「指紋の池」（33）がある．鑑賞者が

指紋センサに触れると自分の指紋が登録され，それが池に見立

てたディスプレイ上に現れ，鯉のように池の中を泳ぎ回る．次

に指紋をセンサにかざすと，認証され，自分の指紋が鑑賞者の

ところに寄ってくる．「いとおしさ」や「いつくしみ」を感じる

ことができるというものである（注6）．指紋を用いるだけでなく，

「認証」を含んでいるところが非常に興味深い．

また，バイオメトリクスではないが，認証に娯楽的な要素を

加えたものもある．静岡大学の西垣正勝教授は，「ウォーリーを

探せ」をモチーフにした画像認証システムを提案している（34）．

最初にキャラクタ一覧画面が表示され，利用者は自分の好きな

キャラクタを選ぶ．次に全てのキャラクタがランダムに配置さ

れた画像が表示され，利用者は自分の選んだキャラクタを見い

出し，その場所を覚える．ここまでが登録である．認証では，登

録の際に表示された画像が表示され，制限時間内に正解キャラ

クタを探し出せれば利用者は本人とみなされる．バイオメトリ

クスに娯楽的な要素を組み込み，バイオメトリクスを「使って

みたい」と思わせる仕組みも重要である．

脳波を相性診断に用いる例も幾つかある．生体情報の娯楽利

用によりバイオメトリクスに対する理由なき敬遠や恐れを失く

してくれることが期待される．

5. 4 健康管理での利用

これまで着目されていなかったバイオメトリクスとして肛門

（注6）：残念ながら著者は実際には見ることができなかったが，東京都立産業技術大

学院大学の瀬戸洋一名誉教授からその存在を教えてもらった．
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認証がある（35）．健康管理を目的としたもので，排泄物（尿や便）

から計測された結果を利用者とひも付ける必要がある．水洗レ

バー部分には指紋認証装置も具備しているが，流し忘れること

も想定し，肛門認証が行われる．カメラで肛門を撮影し，その

紋様により個人を識別する．生体画像による認証である点では，

従来のバイオメトリクスと技術的には同じであるが，目的がセ

キュリティでなく，健康管理という面が興味深い．

肛門認証という言葉を初めて聞いたとき，トイレの利用者を

限定する必要があるのかと思った．セキュリティ応用であれば，

許された者だけが使用するため，そうでないものによるなりす

ましを想定する．しかしながら，健康管理を想定する場合，そ

れとは全く異なる．本人が認証を忘れた場合にどうするかとい

うことは恥ずかしながらこれまで考えもしなかった．セキュリ

ティとは異なる視点で考えることで新たなバイオメトリクスや

新たな使い方が生まれるかもしれない．

筆者は所属する大学の授業でバイオメトリクスを紹介し，新

しいバイオメトリクスを考えることをレポートとして課してい

る．その際，性器を認証に用いるという回答が以前にあった．頭

に浮かんでも，紙に書き，提出することをためらった学生がほ

かにもいたかもしれない．そのときはレポートの内容から否定

的な印象をもったが，先の健康管理での肛門認証のように用途

によっては性器認証もあり得るかもしれない．

6. お わ り に

バイオメトリクスのモダリティが抱える幾つかの課題を紹介

し，特にシステム利用者のなりすましを防ぐ方法として連続認

証の必要性を取り上げ，それに適したモダリティとして脳波や

人体伝搬信号を紹介した．このアプローチは，システムの利用

者管理を厳格に行うとすればどうなるかという問いへの一つの

解答であると考えている．一方，バイオメトリクスの普及には，

利便性の向上，特に利用者がバイオメトリクスを使いたくなる

仕組みや，セキュリティとは異なる分野からの視点が必要では

ないかと考える．最後に本稿によりバイオメトリクスに興味を

もつ研究者が現れるとともに，バイオメトリクス研究が更に発

展にすれば幸いである．

謝辞 この記事の執筆機会を与えてくださったバイオメトリ

クス研究専門委員会に感謝申し上げる．特に，群馬大学鈴木裕

之准教授からは画像の一部を提供頂いた．御礼申し上げる．
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解 説 論 文

プライバシー保護技術としての
連合学習の仕組みと最新動向
Mechanism and Recent Trends of Federated Learning as a Privacy Technology

清藤武暢 Takenobu SEITO

アブストラクト 近年，異なる組織間でのデータ共有・活用を実現できるプラットホーム（クラウドやブロックチェーン
など）の構築や運用が進んでいる．こうした動きに伴い，様々な分野において当該プラットホームを利用したデータ
共有・活用による社内業務の効率化や新たな価値創出に関する検討が進められている．特に，当該業務／サービスに
おいて機械学習を利用している組織などでは，こうしたデータ共有・活用により機械学習の性能向上が期待される連
合学習（Federated Learning）と呼ばれる技術が注目されている．連合学習は，学習対象のデータセットが複数の組織
などで分散管理されている状況において，データセットそのものを当該組織間で共有することなく，全てのデータ
セットの特性を反映させた機械学習のモデルを生成できる技術である．最近では，マーケティングや社内業務の効率
などを向上させることを目的とした当該技術の利用に関する検討も活発化している．そこで，本稿では，連合学習に
ついて概説するとともに，当該技術に対する攻撃手法とその対策，および実装プラットホームに関する最近の動向に
ついて紹介する．

キーワード 暗号技術，機械学習，セキュリティ，連合学習，プライバシー
Abstract Recently, constructing and operating platforms have achieved secure data sharing and/or usage between organizations

(i.e., cloud services and blockchain networks). According to the latest trends, studies are under way in various fields to improve

internal operations and generate new business values using the above platforms. In particular, organizations that use machine

learning in their internal processes and/or services focus on federated learning. Federated learning is a technology that can train

machine learning models using the datasets stored at different locations without sharing these datasets. Recently, the usage of

this technology to improve the efficiency/quality of marketing and internal operation has been increasingly studied. In this

paper, we introduce the concept of federated learning and show the recent trends in attack models and their countermeasures

and implementation platforms.

Key words Cryptography, Federated learning, Machine learning, Privacy, Security

1. は じ め に

近年，企業をはじめとする組織などにおいて社内業務や提
供サービスなどにおいて収集した様々なデータ（顧客の個人
情報，営業関連データや企業間の取引データなど）は，社会
へのインターネットやディジタル技術（スマートフォン，
IoT機器，高度な処理端末など）の普及に伴い，そのデータ
量は増加傾向にあり，ビッグデータとして取り扱われるよう
になっている．そのため，これらのデータは次世代の石油や
通貨に例えられるとともに，ビジネスなどにおける新たな価
値創出の可能性に注目が集まっている．こうした状況下で，
様々な組織が保持するデータの共有・活用を進めるための検

討を開始している．
一方で，法制度の観点からは，我が国の個人情報保護法を

はじめとする国内外における個人データの取り扱いにかかる
厳格な法規制の枠組みが制定されていることや，企業の顧客
など（別の企業や個人）の観点からは，複数の組織間で自身
のデータが共有されることに起因する当該データの漏えいや
（企業や個人の意思に反した）不正な二次利用など，機密情
報やプライバシーに対する懸念を抱くことが推察される．実
際，2022年 1月に公表された個人データ活用にかかる一般
消費者の意識調査においても，どのような条件（例えば，個
人データの提供に対して得られる対価の種類やその量など）
であったとしても，当該データを提供したくないと回答する
一般消費者の割合が全体に高いという結果が示されてい
る(1)．上記のような，企業の機密情報や個人のプライバシー
に対する懸念が主たる障害となり，異なる組織間でのデータ
共有・活用については，その有用性は理解されつつも，社内
業務や提供サービスなどへの本格的な導入は見送らざるを得
ないケースが散見されるのが現状である．
こうした状況において，社内業務や提供サービスで機械学
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習を利用している組織などにおいては，機密情報やプライバ
シーを保護したまま機械学習のモデルを生成する連合学習
（Federated Learning）と呼ばれる技術に対する関心が高まっ
ている．連合学習は，各組織が管理するデータセット（デー
タの集合）そのものは共有せず（すなわち，データの機密
性／プライバシーは保護された状態で）機械学習モデルの学
習に必要な情報に限定して共有することにより，各データ
セットの特性を反映させた機械学習モデルを生成できる技術
である．連合学習は，最近，学界における研究活動も活発化
しているほか，国内外の企業などにおいても社内業務や提供
サービスへの導入や新規ビジネスの検討が進められている．
本稿では，連合学習の概要について概説するとともに，当
該技術に対する攻撃手法やその対策について説明する．更に
連合学習の実装プラットホームに関する最近の動向について
紹介する．
本稿の構成は次のとおりである．2節において，連合学習
の概要と基本的な仕組みについて概説したのち，3節におい
て当該技術における脅威，主な攻撃手法と想定されるリスク
を整理したうえで，それらへの対策について整理する．4節
において，連合学習の実装プラットホームに関する最新の研
究開発動向について紹介したうえで，5 節でまとめとす
る(注1)．なお，本稿において，意見に関わる部分は全て筆者
の私見であり，所属する法人などの公式見解ではない．

2. 連 合 学 習

2.1 概要

一般に，ある組織が機械学習のモデルを生成する際には，
学習に利用するデータセットを当該学習の実行環境（組織が
管理するサーバなど）に集約することが前提となる．そのた
め，複数の組織が連携して，各自が所持しているデータセッ
トを利用したモデルの生成を行うことを想定した場合，全て

のデータセットを学習の実行環境に集約する必要がある．一
般に，実用的な処理速度でモデルの学習を行うためには，当
該学習の実行者がデータセットの内容を見られること（すな
わち，暗号などの機密性確保に関する対策を排除すること）
を許容することが必要となる．そのため，学習の実行環境の
セキュリティレベルによっては，当該環境からデータセット
が漏えいするリスクが想定される．こうしたリスクへの対策
技術の一つとして提案されたのが，連合学習である（文献
(2)～(9)など）．
連合学習は，前述のとおり，複数の異なる組織に分散して

管理されているデータセットを 1箇所に集約することなく，
各データセットの情報を反映した機械学習のモデルを生成す
る技術である．連合学習は，分析対象となるデータセットの
特性により，Horizontal（水平）型と Vertical（垂直）型に
大別される．一般にデータセットは，データセットを構成す
る各データ（レコード）の識別子（例えば，顧客名やその
ID番号）と当該識別子にひもづく特徴量（例えば，顧客に
関する個人情報や，組織と当該顧客の間で行った取引に関す
るデータ）から構成されている．そして，異なる識別子を有
しつつも同じ特徴量を有する複数のデータセットを利用して
学習する場合には Horizontal型連合学習，同じ識別子に対
して異なる特徴量を有する複数のデータセットを利用して学
習する場合には Vertical型連合学習を利用するのが一般的で
ある（図 1を参照）(注2)．以下，Horizontal型連合学習と Ver-

tical型連合学習の概要について，それぞれ説明する．

2.2 Horizontal型連合学習

本項では，Horizontal型連合学習の典型的なモデルと処理
フローについて説明する．Horizontal型は，複数の組織(注3)

が協力して，全組織が利用可能な機械学習のモデルを生成す
るために利用されることが一般的である．本稿では，分かり
やすさの観点から，複数の組織と一つの集約者(注4)から構成

IEICE Fundamentals Review Vol.16, No.3 197

(注 1)：本稿では，連合学習及びその関連技術について平易に解説することを主
たる目的としているため，直感的かつ抽象的な説明が中心となっている．詳細に
ついては，提案論文をはじめとする参考文献を参照されたい．

(注 2)：一般的なデータベース（テーブル型）を想定した場合，Horizontal型は
縦方向にデータが増えることを意味する．一方，Vertical型ではデータの特徴量
が増える（すなわち，横方向にデータが増える）ことに相当する．

図 1 Horizontal型連合学習と Vertical型連合学習で利用するデータセットの特徴



されるモデルを想定する．当該モデルを用いて，Horizontal
型連合学習の処理フローを以下に示す（図 2を参照）．ここ
で，全ての組織と集約者の間で，データセットの形式（氏
名，IDや特徴量の記法，テキストデータの数値データへの
変換規則など）や，利用する機械学習アルゴリズムの種類
（ディープニューラルネットワーク，勾配ブースティング決
定木，ロジスティック回帰など）やハイパーパラメータにつ
いてあらかじめ合意していることとする．

① 集約者は，モデルパラメータにランダムな値が設定さ
れているモデル（初期モデル）を生成したうえで，全て
の組織へ配付する．
② 各組織は，受信した初期モデルに対して自身が保持す
るデータセットを用いて学習を行い，各々の暫定モデル
を生成する．
③ 各組織は，暫定モデルのモデルパラメータを抽出した
のち，それらを更新用データとして集約者へ送信する．
④ 集約者は，全ての組織から更新用データを受信したの
ち，それらのデータを用いて初期モデルのモデルパラ
メータを更新する．その後，この更新した初期モデル
（更新モデル）を全ての組織へ配付する．
⑤ 上記②～④の処理を複数回繰り返したのち，生成され
た最終的な更新モデルを参加した組織で共有する．

上記で紹介した Horizontal型連合学習のモデルは，Feder-
ated Average（FedAve）と呼ばれるものであり，Horizontal
型における典型的なモデルとして学界における研究や企業に
おけるビジネス化に向けた検討などにおいて広く利用されて
いる(注5)．FedAveモデルは，関与する各組織の役割や処理
フローが単純であるという利点がある一方で，集約者は信頼
できるという前提が必要となる．そのため，信頼できる集約
者の役割を担う組織をどのように準備するかが課題となる，

2.3 Vertical型連合学習

本項では，Vertical型連合学習のモデルと処理フローにつ
いて説明する．なお，Vertical型連合学習は Horizontal型連
合学習と比較して新しい研究分野であり，著者の知る限りに
おいては，典型的なモデルというものが存在していない．そ
のため，ここでは Vertical型連合学習で提案されているアル
ゴリズムの中で，具体的な例として，仕組みが比較的単純な
Split Neural Network（以下，Split NNと呼ぶ）を利用する
手法の概要について紹介する(7)（図 3を参照）(注5)．
Vertical型連合学習は，ある組織が主体となり，ほかの組

織と協力したうえで，自身が利用する機械学習のモデルを生
成・利用するのが一般的である．具体的な処理フローは以下
のとおりである．

① 学習を目標とする特徴量（目標特徴量）のデータを保
持し，機械学習のモデルの生成主体となる組織 A は，
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(注 5)：直感的には，Split NNとは，ニューラルネットワークを幾つかのパーツ
に分割し，分割面のノード同士を恒等写像で接続することにより，最終的な学習
結果（モデル）に，分割した影響を与えることのないようにしたうえで，分割さ
れた個々のモデルは別々の組織が保有・管理する方法である．あるいは，複数の
組織にまたがる一つの巨大なニューラルネットワークを形成する技術である．よ
り詳細なアルゴリズムなどについては文献(7)を参照されたい．なお，Split NN
は Horizontal型連合学習とも併用できる．

図 2 Horizontal型連合学習の処理フロー

(注 3)：本稿では，連合学習における役割を示す用語として組織をという表現を
用いることとし，当該組織は，各々個別に自身のデータセットを保持管理してい
る主体を指している．一般的には多くのデータを保有・管理する通信会社や金融
機関が想定されるが，自分自身のオンライン上での行動履歴データを保持する個
人が本稿における組織となりうる．
(注 4)：データを保持している組織が“集約者”の役割を兼ねるケースも想定され
る．例えば銀行間で連合学習を行う場合，大手銀行が集約者としての役割を担い
つつも，自らの保持データセットを連合学習に供することが考えられる．このと
き，この大手銀行は“組織”かつ“集約者”となる．



初めに Split NNの初期モデルを生成し，モデルの前半
部分の層で構成されるモデル（前半モデル，図 3右下の
左側）と後半部分の層で構成されるモデル（後半モデ
ル，図 3右下の右側）に分割し，前半モデルはほかの組
織へ配付し，後半モデルは自身で管理する(注6)．
② 前半モデルを受信した各組織は，自身が保持するデー
タセットと当該モデルをそのまま利用して出力を計算
し，その出力値を更新用データとして，組織 Aへ送信
する．
③ 組織 Aは，前半を担当する全ての組織から受信した
更新用データと（場合によっては）自身のデータセット
を入力として用いて後半モデルの出力を計算する(注7)．

④ 組織 Aは出力を自身の管理するデータの目標値（モ
デルをある商品の売上予測に利用する場合には，実際の
売上データなど）と比較することで損失関数を計算し，
誤差逆伝播法により（自身が管理している）後半モデル
を更新する．更に，誤差逆伝播により後半モデルである
ニューラルネットワークの入力部分に相当する接合ノー
ドに到達した誤差を，前半モデルを担当する各組織に
各々送信する(注8)．

⑤ 前半モデルを担当する各組織は，受信した誤差を用い
て自身の管理するニューラルネットワークに対して誤差
逆伝播法を用いることで各々の前半モデルを更新す
る(注9)．
⑥ 上記②～⑤を複数回繰り返したのち，各組織は最終的
なモデルを得る．

Split NNに基づいた Vertical型連合学習においては，最終
的なモデルは参加している各組織に各々分割されて保有・管
理される形態となり，モデル全体が特定の参加者（例えば組
織 A）に保有されるということはない．更に，各組織が保有
するモデル各々はそれ単体では利用できず，学習後のモデル
利用においても，その都度各々のモデルを担当する組織によ
る処理が必要である．これに対して，前述の Horizontal型
では基本的に最終モデルは参加者全員に共有され，モデル利
用を行う際にほかの組織の協力は不要である．
前述のとおり，Vertical型連合学習は近年，研究が活発化
し始めている新しい技術であり，本項で紹介した Split NN
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図 3 Split NNの概要

(注 6)：目的特徴量は目的変数と呼ばれることもある．また，Vertical型連合学
習の利用環境により，モデルを分割する箇所は適宜変化する．また，分割されて
配布されたモデル（部分モデル）は，各々の配布先の組織が管理することにな
る．原理的には，分割した箇所（モデルの層）のノード数が同数であれば，各組
織が管理する部分モデルの構成（層の種類や総数）は，各組織が変更してもよい
という特徴を有する．
(注 7)：各々の担当するニューラルネットワークを各々の組織名の関数とすれ
ば，組織 A（組織 B，組織 C）となる合成関数と見做すことができる．

(注 8)：関数としては，∂組織 Aでの損失関数/∂組織 B・∂組織 Aでの損失関
数/∂組織 Cをそれぞれ組織 B・組織 Cに渡すことに相当する．
(注 9)：例えば，組織 Bのニューラルネットワークの勾配は，∂組織 Aでの損
失関数/∂組織 Bのモデルパラメータであるが，これは，（組織 Aでの損失関数/
∂組織 B)×(∂組織 B/∂組織 Bのモデルパラメータ）である．第 1項は組織 A

から渡され，第 2項は通常の（組織 B内部で完結する）誤差逆伝播法で求める
ことができる．
(注 10)：直感的な手法としては，データセットの識別子のハッシュ値のみを各
組織で共有したうえで突合を行い，同じハッシュ値のデータをモデルの学習に利
用するというものも考えられる．より安全かつ実用的な手法については，文献
(10)，(11)を参照されたい．



を利用する手法のほか，汎用性の高い機械学習アルゴリズム
として知られている勾配ブースティング決定木を利用する手
法なども提案されている(9)．また，Vertical型連合学習にお
いては，上記処理フロー①を実行する前に，全組織が所持す
るデータセットを突合し，同じ顧客や組織のデータを抽出・
整理する処理を行う必要がある．当該処理を行う最も単純な
手法は，全組織のデータセットを 1箇所に集めて，各データ
を突合させて共通部分を抽出することが考えられるが，この
時点でデータの機密性／プライバシーを保護できない可能性
がある．そのため，Vertical型連合学習においては，データ
セットの内容を秘匿化したまま名寄せを行うことが可能な技
術を利用するのが一般的である(10), (11), (注10)．

3. 連合学習に対する攻撃手法と対策技術

一般に，機械学習のモデルやその学習フローは組織などに
おける社内業務や提供サービスなどで利用されている情報シ
ステムに実装されたうえで利用される．そのため，従来の情
報システムと同様にサイバー攻撃の対象となる．また，機械
学習には，モデルからその学習に利用したデータを推測でき
る可能性があるなど，固有の脆弱性を有していることも知ら
れており，これらの脆弱性を利用した攻撃手法も多数提案さ
れている(注11)．また，従来の機械学習とは異なり，連合学習
は複数のエンティティ（複数の組織や集約者など）の間で，
モデルパラメータや予測結果といった元のデータセットの特
徴が反映されたデータをやりとりすることで，各々が協力し
て機械学習モデルの生成を行う．そのため，各エンティティ
が個別にモデルの学習・利用を行う一般的な機械学習よりも
データセットの機密性／プライバシーに対する脅威やリスク
が高くなることが指摘されている（文献(13)～(15)など）．
そこで，本節では，連合学習のモデルにおいて，データセッ
トのプライバシー保護の観点から想定される脅威とリスクに
ついて整理し，それらへの対策について解説する(注12)．な
お，ここでは，分かりやすさや学界における研究の進捗状況
などを考慮のうえ，Horizontal型連合学習に関する検討のみ
を行うこととする(注13)．

3.1 想定される脅威とリスク

一般に，Horizontal型連合学習においては，組織に対する
攻撃（脅威 1）と集約者に対する攻撃（脅威 2）が想定され
る（(文献 13)～(15)など）．ここでは，各脅威における主な
攻撃手法と当該攻撃が起因となるリスクについて，研究動向
を踏まえて整理する．なお，議論を整理しやすくするため，

各組織と集約者の間でデータをやり取りする通信路において
は，暗号技術（暗号化方式など）が適切に利用されており，
外部の第三者からデータの盗取が困難な状況になっている状
況を想定する．
脅威1（組織に対する主な攻撃とリスク） 当該脅威におい
ては，主に外部の第三者が，ネットワーク機器などの脆弱
性を利用して，組織の（機械学習が実装されている）情報
システムへの不正アクセスを試行することや，内部者の一
部が上記情報システムへの不正アクセスを試みることが想
定される．攻撃者による当該システムへの不正アクセスが
成功した場合，実装されている機械学習のモデルを利用し
た推論攻撃（Inference Attack）が可能となり，学習した
データセットの情報が漏えいする危険性があることが知ら
れている（文献(16)，(17)など）(注14)．
なお，推論攻撃は，機械学習のモデルのモデルパラメー

タ，及び入力に対してどのような出力をするかなどの情報
を収集及び分析することにより，ほかの組織がモデルの学
習に用いた学習データに関する情報を推測する攻撃であ
る．こうした攻撃が可能となるのは，原理的に，機械学習
モデルのモデルパラメータは学習に利用したデータセット
から一定の規則に基づき生成されるものであることから，
両者はひもづく値となっているためである．

脅威2（集約者に対する主な攻撃とリスク） 当該攻撃にお
いては，主に，外部の第三者が，ネットワーク機器などの
脆弱性を利用して，集約者の（更新パラメータの収集及び
暫定モデルの更新を行う）情報システムへの不正アクセス
を試行することや，内部者の一部が上記情報システムへの
不正アクセスを試みることが想定される．攻撃者による当
該システムへの不正アクセスが成功した場合，脅威 1と同
様に，①実装されている機械学習モデルを利用した推論攻
撃が可能となることに加えて，②各組織から受信した更新
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(注 11)：機械学習固有の脆弱性は，主に機械学習特有の特徴である曖昧さ（代
表的なディープラーニングが有するブラックボックス性や，統計ベースであるこ
とによる切り分けの不明瞭さなど）に関連しているものが多いと考えられる．こ
うした機械学習が実装された情報システムのセキュリティの詳細については，文
献(12)などを参照されたい．

(注 12)：機械学習モデルに対する攻撃として，ポイゾニング攻撃と呼ばれるも
のも知られている（文献(13)～(15)など）．この攻撃は，組織が意図的に異常値
や改変したデータをデータセットに追加したうえで学習を行ったり，データセッ
トを用いた学習を行う際に不正な操作（例えば，ある特定の集合に含まれている
データに対して意図的に誤った推論結果が出るように改変するなど）を行ったり
したうえで，その機械学習モデルに基づくモデルパラメータを更新データとして
集約者に送信することで，集約して生成される機械学習のモデルの精度低下や誤
動作を誘発することを目的とする攻撃である．このポイゾニング攻撃は，データ
セットのプライバシーを毀損する攻撃ではなく，機械学習を利用した社内業務や
提供サービスを妨害することを目的とするものであるため，本稿では省略する
（詳細は文献(13)～(15)などを参照されたい）．
(注 13)：前述のとおり，Vertical型連合学習は新しい研究領域であり，そのセ
キュリティについても，同様に研究途上の段階であると考えられるため，本稿で
は省略することとする．
(注 14)：厳密には，機械学習のモデルを利用したサービスが公開され，誰でも
自由にアクセスできる状況においては，必ずしも，当該モデルが実装されている
情報システムへの不正アクセスすることなく推論攻撃が可能となる．こうしたモ
デルの応答のみを利用する攻撃は Black-box攻撃と呼ばれる．これに対して，
モデルへのアクセスが可能な攻撃はWhite-box攻撃と呼ばれる．本稿では，プ
ライバシー確保の観点からより強力な攻撃者を想定する．詳細については文献
(13)を参照されたい．



データ（機械学習モデルのモデルパラメータなど）を利用
した推論攻撃も可能となる．更新データは，各組織各々の
情報であることもあり，集約後の更新モデルのモデルパラ
メータと比較して，各組織で利用されたデータセットに関
する情報がより多く含まれることから，より強力な攻撃で
あることが知られている（文献(15)～(17)など）．

3.2 対策技術

前項で整理した脅威とリスクへの主要な対策技術として，
秘密計算と差分プライバシーと呼ばれる技術が広く利用され
ている(18)～(23)．
秘密計算は，データを暗号化したまま四則演算できる技術
の総称であり，主に秘密分散を利用した手法と準同型暗号を
利用した手法に大別される．秘密分散は，データを複数の
シェアと呼ばれるデータに分割し，あらかじめ設定したしき
い値以上のシェアが集まったときのみ，元のデータを復号で
きる方式である．秘密分散の実現手法によっては，シェア
データ同士の演算を行うことも可能であり，演算後のシェア
データをしきい値以上集めることにより，演算結果のみ復号
できるという特徴を有する（Multi Party Computationと呼
ばれることもある）．一方，準同型暗号は，公開鍵暗号の機
能を拡張したものであり，同じ公開鍵で暗号化したデータ同
士を復号することなく演算処理を行うことができ，その結果
（暗号文）は公開鍵に対応している秘密鍵でのみ復号できる
方式である．
差分プライバシーは，データに確率的なノイズ（乱数）を
付加することにより，当該データを用いて演算処理（統計解
析や機械学習の学習など）を行った処理結果から，元のデー
タに関する情報を推測するのを困難にする技術であ
る(24)～(27)．差分プライバシーは，中央型と局所型に大別され
る．中央型は，データを演算処理した結果（統計値）に対し
てノイズを付与することで，処理結果の利用者が当該処理結
果から元のデータに関する情報を推測することを困難にする
手法である．一方，局所型は，データに対する演算処理を行
う前に，当該データに対してノイズを付与することにより，
演算処理を行うエンティティが元のデータに関する情報を推
測困難にする手法である．
以下では，これらの技術を利用して前項で示した脅威への
対策（データセットのプライバシー保護）を行っている
Horizontal型連合学習の典型的な処理フローを示す(注15)．

① 集約者は，モデルパラメータにランダムな値が設定さ
れている初期モデルを生成したうえで，全ての組織へ配
付する．
② 各組織は，初期モデルを受信したのち，自身が保持す
るデータセットに対して局所型差分プライバシーを利用
して生成したノイズを付与する．その後，ノイズを付加
したデータセットと初期モデルを用いて学習を行い，暫
定モデルを生成する．このとき，暫定モデルのモデルパ

ラメータに対して中央型差分プライバシーに基づくノイ
ズを付与する手法もある(注16)．
③ 各組織は，暫定モデルのモデルパラメータを抽出した
のち，秘密計算を利用して暗号化したうえで更新用デー
タとして集約者へ送信する．

④ 集約者は，全ての組織から暗号化された更新用データ
を受信したのち，更新データを暗号化したまま初期モデ
ルのパラメータを計算する．その後，中央型差分プライ
バシーを利用して（暗号化された）当該モデルパラメー
タにノイズを付与(注17)したうえで用いて初期モデルの更
新を行い，更新モデルを生成する(注18)．その後，更新モ
デルを全ての組織へ配付する．

⑤ 上記②～④の処理を複数回繰り返したのち，生成され
た最終的な更新モデルを組織間で共有する．

ここで，上記の手法が想定されるリスクへの対策となって
いるかについて，定性的な評価を行う（評価の概要は表 1に
まとめる）．
脅威 1については，組織に配布される更新モデルのパラ

メータは中央型差分プライバシーのノイズが付与されている
ため，ある組織がほかの組織がどのようなデータセットを利
用したかについて推測するのは困難である．脅威 2について
は，集約者は全ての組織から暗号化された更新データを受信
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(注 15)：ここでは直感的な説明に留めることとし，具体的な応用を想定した利
用方法やその前提条件，セキュリティ確保の観点から重要となる鍵管理の方法な
どの詳細については，文献(18)～(27)をそれぞれ参照されたい．
(注 16)：すなわち，各組織において，データセットにノイズを付加してからモ
デルを学習して集約者に送信するか，あるいは，モデルを学習してからモデルに
ノイズを付加して集約者に送信するかである．
(注 17)：具体的には，暗号化したモデルパラメータからノイズを導出する式を
あらかじめ用意し，これを用いてノイズを生成することが考えられる（利用する
秘密計算の種類や，実現できる演算の種類によっては近似式などが必要となる場
合があることも留意されたい）．ここで，各組織において既に局所差分プライバ
シーが適用済みであるのに，再度集約者側でも差分プライバシーを適用するの
は，組織間での漏えい・対集約者での漏えい・最終的に公開されるモデルからの
漏えいの許容レベルが異なりうるからである．例えば，金融機関同士ならばある
程度の信頼性は担保されていると考え，局所レベルの差分プライバシーレベルは
抑える一方，最終的な公開モデルでの差分プライバシーレベルは高めるといった
ケースが考えられる．
(注 18)：秘密計算（秘密分散，準同型暗号）を利用することにより，集約者が
初期モデルのパラメータの計算結果のみ復号できる仕組みを実現できる．厳密に
は，秘密分散を利用した場合，元データのシェアデータ同士の演算処理を組織間
で連携して行ったのち，集約者に（演算処理後の）シェアデータを送信すること
により，集約者は演算処理されたモデルパラメータの計算結果のみ得ることがで
き，この結果を利用してモデルの更新を行うことが考えられる．一方，一般的な
準同型暗号を利用した場合，集約者が初期モデルのパラメータの計算結果を復号
するためには秘密鍵を所持する必要がある．その場合，各組織から送信される暗
号化された更新データも復号できることになるため，プライバシー保護の観点か
ら課題となる．対策としては，各組織のモデルパラメータを暗号化したまま演算
処理を行い，その結果（暗号文）を各組織に返信する．各組織では，受信した暗
号文に対して秘密鍵を用いてモデルパラメータを復号し，モデル更新を行うとい
う手法が考えられる．また，最近では，特定の演算処理のみ復号可能な準同型暗
号も提案されており，こうした手法を利用することで上記課題を解決できること
が期待される(28)．



するため，当該データから元のデータセットを推測するのは
困難である．また，脅威 1と同様，更新モデルのパラメータ
から元のデータセットを推測することも困難である．した
がって，上記の手法においては，組織のデータセットの機密
性／プライバシーは保護されている．もっとも，差分プライ
バシーによる保護のレベルとモデルの性能は一般にトレード
オフの関係にあるほか，多くの場合，組織と集約者間でやり
取りするデータサイズも暗号処理によって増加する．そのた
め取り扱うデータの重要度を十分に把握したうえで，機密
性／プライバシー保護のレベルを適切に設定することが重要
と考えられる．

4. 連合学習の実装プラットホーム

本節では，連合学習を実装する際に利用できる主要プラッ
トホームの概要について紹介する(注19)．

4.1 PySyft

PySyftは，広く利用されているオープンソースのプラッ
トホームであり，有志の機械学習コミュニティである Open-

Minedにより，開発・管理されている(注20)．PySyftはコン
ピュータ言語の一つである Pythonをベースとしているほ
か，PyTorch, Kerasや TensorFlowといった機械学習用ライ
ブラリを利用できる．また，差分プライバシーと秘密計算
（秘密分散型）も実装されており，3.2節で示したプライバ
シー保護型の連合学習を実装できる．

4.2 Flower（A Friendly Federated Learning

Research Framework）

Flowerは，ビッグデータを取り扱うことを主たる目的と
しているスケーラビリティを重視したオープンソースのプ
ラットホームであり，機械学習研究者の有志により開発・管
理されている(注21)Flowerは，既に幾つかのアプリケーション
で利用されており，その中には 10,000以上の組織をサポー

トするものも含まれる．また，Flowerは，スマートフォン
を利用したアプリケーション開発に適しているという特徴を
有する．

4.3 Fate（An Industrial Grade Federated Learn-

ing Framework）

Fateは中国の金融機関であるWebankの AI開発チームが
開発・管理しているオープンソースのプラットホームであ
る(注22)．Fateは，ビッグデータを有する複数の組織間での
データ共有・活用をサポートすることを目的に開発されてお
り，実際の利用を想定したうえでの拡張性，可視化などの使
いやすさ（ユーザビリティ）や運用性能を向上するための機
能が複数実装されている．

4.4 FedML（Federated Learning Library）

FedMLは，新しい連合学習のアルゴリズムの研究開発を
支援することを目的とする機械学習研究者の有志により開
発・管理されているオープンソースのプラットホームであ
る(注23)．FedMLは，シミュレーション環境が用意されてい
るほか，モバイル機器での利用に必要なライブラリも実装さ
れている．また，研究促進のための使いやすさを重視してい
るほか，新しく開発したアルゴリズムと既存のアルゴリズム
の性能評価を行うためのライブラリが用意されている．

4.5 TFF（TensorFlow Federated）

TensorFlowは Alphabet社が開発した機械学習ライブラリ
であり，広く利用されている．この TensorFlowに連合学習
を実装するために必要なライブラリの追加を行い拡張したも
のが TFFである(注24)．TensorFlowは利用者が所持するデー
タや機械学習をベースとした連合学習を実現するためのライ
ブラリが多く実装されているほか，新たなアルゴリズムの実
証環境も用意されているのが特徴である．
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(注 19)：連合学習の実装プラットホームの分野は発展速度が早いこともあり，
ここでは代表的なものを紹介する．詳細については，文献(6)などを参照された
い．また，本稿で記載している情報は 2022 年 7 月時点のものであり，今後，
バージョンアップなどにより，各プラットホーム環境の仕様が変更される可能性
があることにも留意が必要である．
(注 20)：https://github.com/OpenMined/PySyft

(注 21)：https://flower.dev/
(注 22)：https://github.com/FederatedAI/FATE
(注 23)：https://github.com/FedML-AI/FedML
(注 24)：https://github.com/tensorflow/federated

表 1 Horizontal型連合学習における脅威・攻撃とその対策技術

脅威の種類 攻撃の概要 代表的な対策技術
脅威 1(組織に対する攻撃) 他の組織のデータセットの推測 中央型差分プライバシー
脅威 2(集約者に対する攻撃) 組織のデータセットの推測 秘密計算

局所型差分プライバシー



4.6 CrypTen（Secure Multi-Party Computation

Meets Machine Learning）

CrytTen は PyTorch 用の秘密計算ライブラリとして，
Meta社が開発・管理している(29)．PyTorchと組み合わせて
利用することにより，例えば，学習処理を暗号化したまま実
行できる機械学習などが実現できる．

4.7 CrypTFlow（Secure TensorFlow Inference）

Microsoft社が開発を推進する TensorFlow用の秘密計算
ライブラリである(30)．TensorFlowのコードを秘密計算用に
変換するコンパイラを内蔵している．

5. ま と め

本稿では，プライバシー保護型機械学習の一つである連合
学習の仕組みについて概説するとともに，利用するデータ
セットのプライバシー保護の観点から，想定される脅威とリ
スクを整理したうえで，秘密計算と差分プライバシーを利用
した対策について示した．更に，読者が短期間で連合学習を
実装できるよう，主要なプラットホームを紹介した．
様々な分野において，連合学習が広く利用されるためには
技術の進歩だけではなく，個人情報を含むデータセットを利
用する際の法規制における当該技術の取り扱いについても検
討が必要である．そのためには，データ共有・活用に関する
実務者などが，連合学習の技術概要や脅威・リスク，その対
策について適切に理解することは，今後の連合学習の普及を
促進するうえで必要不可欠である．
本稿が，それらの理解の一助になれば幸いである．
謝辞 本稿の執筆にあたり，有益な議論やご指摘を頂きま
した，日立製作所 吉野雅之氏，長沼健氏，大阪大学 矢内直
人先生，及び弊社 早竹裕士氏，宮崎亮氏に深く感謝いたし
ます．
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最後に，本特集の企画並びに編集作業にあたり，多大なご協力を頂きました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．

眞田耕輔（正員）
2011 千葉大学工学部情報画像工学科卒業．

2012千葉大学融合科学研究科情報科学専攻博士前
期課程修了．2013 日本学術振興会特別研究員．
2015千葉大学融合科学研究科情報科学専攻博士後
期課程修了．同年，千葉大学大学院融合化学研究科
博士研究員．2016より三重大学大学院工学研究科
電気電子工学専攻助教，現在に至る．博士（工学）．
無線通信ネットワークに関する研究に従事．
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現地会場の北九州国際会議場（写真）

ESSニュース
第35回 回路とシステムワークショップ（KWS35）開催報告

多和田雅師
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1．開催概要

今年で第 35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
（2019年）は晩夏の東京北千住，東京電機大学で，第33～34回（2020～2021年）はオンラインで開催されてきました．

第35回となる今回は，昨今の新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏
まえまして福岡県にある北九州国際会議場とオンラインとのハイブリッド
で開催しました．現地会場にお集まり頂いた方はもとよりオンライン上で
も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．
・日程：2022年 8月19日（金)～8月 20日（土）
・場所：北九州国際会議場及び Zoom を用いたオンラインのハイブ

リッド
・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：
（公財）北九州観光コンベンション協会
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 Circuits and Systems Society, Fukuoka Chapter
IEEE Computer Society, Kansai Chapter
IEEE Signal Processing Society, Tokyo Joint Chapter
IEEE Council on Electronic Design Automation, All Japan Joint Chapter

2．運営体制

KWS35実行委員幹事団は，小中英嗣実行委員長（名城大）を中心として下記のように構成しました．
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・実行委員長：小中英嗣（名城大）
・副委員長：

兼本大輔（阪大）
小西克巳（法政大）
桜井祐市（日立）

・幹事：
総務担当：金城秀樹（沖縄大）
会計・参加担当：佐々木芳樹（日大）
論文担当：藤枝 大（沖電気工業）
会場担当：山口真之介（九工大）
出版・広報担当：多和田雅師（早大）

3．会場とプログラム

当初，福岡県北九州国際会議場を現地のみで開催する予定でしたが，福岡県北九州国際会議場及びオンラインのハイブリッド
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現地会場とそれに対応する Zoomルームを用意し，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．
KWS35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36件，Work In Progress 論文として13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 24のセッションを次のとおり
構成しました．
・2022年 8月19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）
─12：10～13：10：Work In Progress ポスターセッション
─14：00～15：00：オーラルセッション（3会場）
─15：15～16：15：オーラルセッション（3会場）
─16：55～17：55：特別招待講演（1会場）

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

・2022年 8月20日（土）
─ 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（2会場）
─12：00～13：00：Work In Progress ポスターセッション
─14：00～15：00：オーラルセッション（2会場）
─15：15～16：15：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，「スポーツにおけるデータアナリティクスの変遷と今後」と題して，データス

タジアム株式会社の加藤健太様にご講演を頂きました．講演では，データアナリティクスにより可能となる強い競争優位性の知
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見を示して頂き，答えではなく洞察を得るという AI の新たな活用方法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34回のワークショップ論文と発表の内容から，表1の 5名が奨励賞とWIP 優秀発表賞を受賞されまし
た．表彰式ではKWS34実行委員長の佐藤隆英（山梨大学）様から賞状と副賞が贈られました．

6．閉会式

閉会式では，小中英嗣実行委員長から，コロナ禍という困難な状況にありながらも現地開催ならではの研究活動の良さを確認
されるとともに運営への感謝が述べられました．
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高井重昌様から賞状が贈られました．
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）の各代表よりご挨拶頂きました．
システムと信号処理サブソサイエティ委員長の高井重昌先生よりKWSの形式が見直されるため来年度以降の開催が未定とな

る旨をご案内頂きました．

7．おわりに

会議全体を通して参加登録者152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．
また，現地会場の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，校正など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，来年以降のKWSは開催をいったん見送り，開催形式を再検討することとなりました．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．
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多和田雅師（正員）
2010 早稲田大学理工学部コンピュータ・ネット

ワーク工学科卒．2012同大学大学院基幹理工学研
究科情報理工・情報通信専攻修士課程修了．2015
同博士後期課程修了．2015から同大学基幹理工学
部情報通信学科助教．2018から同講師．2020よ
り同大学グリーン・コンピューティング・システム
研究機構次席研究員（研究院講師）．2022 から同
主任研究員（研究院准教授）．博士（工学）．
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表 1 第 34回 回路とシステムワークショップ奨励賞・WIP 優秀発表賞受賞者一覧（所属は発表当時）

受賞者 論文タイトル
雨宮 佳希（北海道大
学)

再構成可能な分子シナプス素子の簡易モデル

高尾 圭祐（東京理科
大学）

複数の伝送零点を有する FIR フィルタを用いた瞬時周
波数推定の高精度化

井阪 友哉（関西学院
大学）

網羅的最近傍残差解析に基づく教師なし再利用 FPGA
検出

Masaaki Miyashita
（Soka Univ.）

Social Welfare Maximization for Information Pro-
viders in Online Social Networks

平井 龍吉（東京理科
大学）

ハイブリッドアナログ／ディジタル変換器に適用するた
めの三進と 2-bit-per-cycle を組み合わせた逐次比較
型変換器の検討

表 2 参加人数内訳

参加種別 人数（名）
一般（会員） 79
一般（非会員） 2
学生 62
招待（招待講演者・KWS34奨励賞・WIP優秀発表賞受賞者） 9
計 152



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，バイオメトリクス個人認証は，スマートフォンや PC のログイン，オフィスをはじめ店舗決済，オンライン本人確認，

マンション・ホテルなど幅広く活用されています．
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．新しい生体認証の方式や，なりすまし攻撃に対する対処方法，バイオメトリクスに関連する法的な課題な
ど，様々な角度から研究発表や議論をしています．
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．研究会では，毎回，企画

セッションを実施し，バイオメトリクスについて知らない人にも興味がもてるようにしています．年 1回のシンポジウムでは，
毎年11月に「バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム」を実施し，例年，約100名前後の参加者があります．
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
2023年 3月 未定 未定 クラウドネットワークロボット研究会（CNR）

2023年 5月（予定） 未定 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）

2023年 7月 札幌（予定）
セキュリティ，一般
（セキュリティサマーサミット
2023）

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）

2023年 10月（予定） 石垣島（予定） バイオメトリクス一般

2023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 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 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．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．
2022年 7月研究会からハイブリッドで開催しており，およそ2年ぶりの対面での開催で，現地会場及びオンライン会場でま

すます熱い議論が展開されております．
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
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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．
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）
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）
CAS研では年5回の 1種研究会を開催しておりその全てがほかの研究会との共催です．6月はMSS研と SIP 研と VLD研，

10 月は NLP 研，11 月はMSS 研と情報処理学会 AL 研，1 月は ICTSSL 研，3 月は CS 研と共催です．研究会，ソサイエ
ティ，学会の垣根を越えて幅広く研究交流・意見交換ができるのが CASの魅力の一つです．12月は ICD と 2種研を，8月に
はMSS, SIP, VLDと回路とシステムワークショップを開催しています．
また，CAS研では昨年度より議論を重ね，2022年 5月にCASで取り扱うテーマを整理いたしました．取り扱うテーマ分野

の裾野が広いのがCASの特徴です．取り扱うテーマをご覧頂き，キーワードに関連する方は是非発表をご検討ください．研専名
「回路とシステム」（Circuits and Systems）を論理演算的に捉えると（ANDであるため）「回路かつシステム」ですが，その
実態は「回路かシステム」（Circuits or Systems）です．「どこで発表するか困ったら取り敢えずCASで」ぐらいの感覚で構い
ません．
2022年度は研究会を全てハイブリッドで開催しています．時間やお金に余裕がない人，現地で交流したい人，いろいろな方

に参加して頂きたいです．
オンラインでも現地でも，皆様のご参加を心よりお待ちしています．
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https://www.ieice.org/ess/cas/

伊藤 尚（正員）
2006 新潟大・工・福祉人間工卒．2008 同大

大学院博士前期課程了．2012同大大学院博士後期
課程了．博士（工学）．2012 富山高専・電子情報
工学科助教．2016 同高専・ソリューションセン
ター助教．2018同高専・研究高度化推進センター
講師．2020同高専・電子情報工学科講師．通貨創
発並びに群集避難のエージェントベースモデリング

に関する研究に従事．2022回路とシステム研究会幹事．

■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，複数のシステム・プロセスが相互に情報交換を行うような複雑なシステムを対象と

して数理モデルを構築し，システム設計，制御，解析，検証などを数理的に行うための方法論の研究を行っています．特に最近
は，データサイエンスや機械学習などのアプローチを融合した新しいシステム数理科学の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，ビジネスプロセス，オープンシステム，生体システムなど多岐にわたっています．
2023年 1月以降の研究会は以下のように開催予定です．

2022年度
2023年 1月10日（火)～11日（水）：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
2023年度（予定）
6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
2024年 1月：ソフトウェアサイエンス研究会（SS）共催
2024年 3月：非線形問題研究会（NLP）共催

これらの研究会活動に加え，「回路とシステムワークショップ」（KWS），「International Technical Conference on Cir-
cuits/Systems, Computers and Communications」（ITC-CSCC）の企画にも積極的に関わっています．MSSではシステ
ム数理科学の基礎理論から各種応用までの幅広い分野を扱っており，分野横断型でオープンな研究会を目指しています．ぜひ一度

~研究会にご参加ください．なお，MSSの詳しい活動の情報は https://www.ieice.org/~mss/をご参照ください．
白井匡人（正員）
2016 法政大学博士後期課程修了博士（工学）．

2016法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究セ
ンター・共同研究員，2017 島根大学・特任助教，
2019島根大学・助教．現在に至る．機械学習を用
いた自然言語処理，画像認識に関する研究に従事．
2021年度よりMSS研究専門委員会幹事補佐．
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■思考と言語研究会（TL）
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．特に，人間の脳内言語処理とコンピュータによる自然言語処理は，いずれも本研究会の重要な研
究テーマとなってきました．精力的に近年話題のテーマを掲げ，常に探究の幅を広げています．2019年度からは「芸術と言語」
を主たるテーマとした研究会を始めたほか，2021年度からは「言語景観・言語接触・言語変化」をテーマとし，NLPとの関連
でのテーマセッションも行いました．2022年度は昨今話題の「メタバース」を中心として，関連する「ナラティブ・前提の共
有と操作・言語と学習」をテーマとした研究会を始めたところです．
2020年度から引き続き，2021年度もオンラインでの開催となりましたが，委員の方々のご尽力により，全国各地から様々

な方にご参加いただき，とても充実した研究会を実施できました．2022 年度も「メタバース・ナラティブ・前提の共有と操
作・言語と学習」，「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・言語の学習・意味の創発」，「省察を
通した学び」，「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」，「場の共創・創発とイノベーション」，「知識・概念・語彙とその構造」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2022年 7月10日（日）オンライン開催
テーマ：メタバース・ナラティブ・前提の共有と操作・言語と学習，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・言語の学習・意味の創発
第2回2022年 10月 1日（土）オンライン開催
テーマ：芸術と言語，場の共創・創発とイノベーション，知識・概念・語彙とその構造
第3回2022年 11月 26日（土)～27日（日）山形大学
テーマ：人間の言語処理と学習
第4回2022年 12月 11日（日）（予定）オンライン開催
テーマ：省察を通した学び，メタバース・ナラティブ，人間の心的特性に寄り添った学習環境のデザイン
第5回2022年 3月11日（土）（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・ホスピタリティコミュニケーション，言語景観・言語接触・言語変化

森下美和（非会員）
2011神戸大学大学院国際文化学研究科博士後期

課程修了，博士（学術）．2015 神戸学院大学グ
ローバル・コミュニケーション学部准教授．日本人
英語学習者の言語運用に関する心理言語学的研究，
通訳・翻訳と異文化コミュニケーションに関する研
究および教育，ホスピタリティ教育などに従事．

■安全・安心な生活と ICT研究会（ICTSSL）
約 3年前に発生した新型コロナウイルスによるパンデミックにより，我々の生活は予想以上に長く制限されてきました．執筆

時点で第 8波の到来が予測されており，コロナウイルスとどうつきあっていくかはまだ試行錯誤の状態です．また，今後予想さ
れる首都圏直下型地震や南海トラフ大地震，ゲリラ豪雨やスーパー台風などによる様々な自然災害から，継続して発生している子
供への犯罪事件や交通事故など，安全・安心な生活に対する脅威はますます増してきています．これらの脅威を低減する，更に
は，大規模災害からの復興や地域再生のために ICT が果たせる役割は大きいといえます．ICT を真に役立つものとするためには，
災害時に求められる情報のあり方などの社会科学分野からの知見，生活の基盤である通信，電力，道路，鉄道などの社会インフラ
の保全・管理・運用の現場からのニーズなどを考慮する学際的な検討が重要です．本研究会は，ICTの研究者，社会科学分野の研
究者，安全管理を行う現場の技術者や管理担当者が，情報交換や議論を行う場を提供し，学際的な研究開発を促進することを目的
としています．
2016年度から安全・安心な生活と ICT 研究会（ICTSSL）として活動を開始して早くも6年余りが経過しました．幸いにも

様々な分野の方々からの発表が増えてきている状況にあります．発表に関する表彰として，優秀研究賞，研究奨励賞（学生対象），
安全・安心ベストプラクティス賞（現場での実証や事例に関する研究を対象）を設けています．
2020年度からオンライン開催を行ってきましたが，2022年度の研究会は，5月に富山大学，7月に関西大学，10月に信

州大学（IN，NWS研究会，電気学会SMF研究会と連催）にてハイブリッド開催を行い，現地への参加者も増えてきました．今
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後，2023年 1月に機械振興会館（CAS研究会と共催）にてハイブリッド開催する予定です．
本研究会で扱うテーマは，安全・安心な生活を実現するための研究であれば幅広く取り扱っていますので，自分の専門分野とは

違った観点での発見がきっとあるはずです．是非とも皆様からの積極的なご発表，ご参加をお待ちしております．最新情報は下記
のホームページをご覧ください．

https://ken.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-ICTSSL
https://www.ieice.org/ess/ictssl/

7 月研究会での様子（関西大） 10月研究会での様子（信州大）

和田友孝（シニア会員）
1995 阪府大・工卒．1997 同大大学院工学研

究科博士前期課程了．1999阪大大学院工学研究科
博士後期課程了．博士（工学）．同年和歌山大システ
ム工学部助手．2007関西大学システム理工学部講
師．現在，同大学教授．無線通信システム，ITS，
緊急救命避難支援システムなどの研究に従事．ITS
研究専門委員会委員長（2019～2021）．2022

より ICTSSL 研究専門委員会委員長．本会貢献賞（2015），ICTSSL 安
全・安心ベストプラクティス賞（2019), IEEE GCCE Excellent Paper
Award（2018）等受賞．IEEE Senior Member，情報処理学会，日本
シミュレーション学会，日本災害情報学会各会員．

■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 6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）などとの連携活動を通じて，融合領域であるハード
ウェアセキュリティ分野において他分野の専門家からの意見を取り入れる仕組みを作っています．
2022年度の研専の活動は次のとおりです．2022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．

2022年
4月 第17回研究会（ハイブリッド開催：産総研臨海センター／オンライン）
5月 LSI とシステムのワークショップ2022共催（東京大学／オンライン）
7月 セキュリティサマーサミット2022（第18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19回研究会（立命館大学／オンライン）
12月 ハードウェアセキュリティフォーラム2022（東京大学）

2023年
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1月 暗号と情報セキュリティシンポジウムSCIS 2023協催（リーガロイヤルホテル小倉）
3月 第20回研究会（沖縄青年会館）
3月 電子情報通信学会・総合大会での企画セッション（芝浦工大）

~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

藤本大介（正員）
2014神戸大学大学院システム情報学研究科博士

課程修了，博士（工学）．同年より神戸大学システム
情報学研究科ポスドク研究員，2015より横浜国立
大学環境情報研究院にてポスドク研究員．2017よ
り奈良先端科学技術大学院大学助教．横浜国立大学
先端高等研究院 IAS 客員助教兼任．ハードウェアセ
キュリティ，計測セキュリティの研究に従事．

2020 年暗号と情報セキュリティイノベーション論文賞，国際会議ベス
トペーパー（CHES2014，HOST 2014）など受賞．

■技術と社会・倫理研究会（SITE）
本研究会は，電子情報通信技術と社会・倫理・法に関わる幅広い分野を対象としています．また，大きな特徴は，知的財産権・

プライバシーなどは IPSJ-EIP，情報セキュリティや情報システムと社会・人間との関わりでは，ISEC，BioX，HWS，ICSS，
EMM，IA，IPSJ-CSEC，IPSJ-SPT，LOIS，IPSJ-IOT，教育関係では IPSJ-CE，IPSJCLE など，幅広い分野の研究会と
連携して研究を進めていることです．
毎年 5回開催する研究会は，学際的かつ幅広い研究会・分野との連携で招待講演やシンポジウムを開いています．今年度は，

最近倫理綱領を改訂した情報処理学会（IPSJ）と協力して，現在改訂が進む倫理綱領・倫理綱領事例集（「倫理事例集」）に関わ
るシンポジウムや，個人データを含む多様なデータの利活用による経済振興を図る政策構想とそれを後押しするEU法に関する招
待講演，現在も理論的・実務的議論が進む「忘れられる権利」に関する合評会などを開催しました．最新の情報は，https://

~www.ieice.org/~site/をご覧ください．
本研究会は技術と社会・倫理・法に関わる幅広い分野の研究の場であるとともに，幅広い分野の研究と研究会の橋渡しになって

います．ご参加・ご発表をお待ちしています．
大谷卓史（正員）
1993千葉大・院・文修士課程修了．吉備国際大

准教授．主要関心領域は，情報倫理学・科学技術史．
2022年度SITE 研委員長．
［写真撮影：今村俊介］
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国際会議開催報告
International Workshop on Security

（IWSEC2022，セキュリティに関する国際ワークショップ，https://www.iwsec.org/2022）
立教大学池袋キャンパス，東京都豊島区／オンライン

2022年 8月31日～9月2日

2022 年 8 月 31 日から 9月 2 日までの 3日間，電子
情報通信学会情報セキュリティ研究会（ISEC），情報処理学
会コンピュータセキュリティ研究会（CSEC）の共同主催に
よる国際ワークショップ 17th International Workshop
on Security（略称 IWSEC2022）が開催されました．今
回は東京都豊島区の立教大学池袋キャンパスを会場とし，
Zoom を用いたオンラインを併用したハイブリッド形式で
の開催でした．
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために多くの企業・

組織がテレワークを導入し，ニューノーマルな働き方として
定着しつつあります．しかし，テレワークのために急遽設置
された VPN（Virtual Private Network）装置の脆弱性が
悪用されたセキュリティインシデントが発生するなど，セ
キュリティ面での課題も浮き彫りになっており，セキュリ
ティ技術が以前にも増して重要になってきています．ISEC
と CSEC では，本ワークショップを通じて日本における情
報セキュリティ研究の一層の発展と国際化，及び，国際貢献
に向けた活動を行っています．
今回のワークショップはシングルセッションで行われ，国

内外から情報セキュリティに関し，基礎となる理論研究から
実用研究まで多種多様な成果が報告されました．全体のタイ

ムテーブルは表1のとおりです．3日間を通じて論文計12
件（採択率 35.2%），ポスター計 8件発表されました．発
表テーマは，暗号数理，システムセキュリティ，共通鍵暗
号，ポスト量子暗号，高機能暗号など，多岐にわたっていま
した．その中で特に優秀な論文が一般の部と学生の部から選
出されベストペーパー賞として表彰されました（表2，写真
1，写真2）．また，ポスターセッションでは多彩なテーマの
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表 1 IWSEC2022 のタイムテーブル

8/31
10：00～10：10 Opening
10：10～11：10 Keynote Talk（高木 剛教授）
11：10～12：10 Session : Mathematical

Cryptography（2件）
14：00～15：30 Session : System Security and

Threat（3件）
16：00～17：00 Session : Symmetric-key

Cryptography（2件）
17：00～18：00 Invited Talk

（Abdul Rahman Taleb 氏）
9/1
10 : 00～11 : 00 Invited Talk（渡邉 卓弥氏）
11：00～12：00 Session : Post-quantum

Cryptography（2件）
14：00～14：30 Session : Short Presentation from

Poster（8件）
14：30～16：30 Poster Session
16：40～17：40 Keynote Talk（Hervé Debar 教授）
9/2
10 : 00～11 : 30

Session : Advanced Cryptography
（3件）

11：30～12：00 Award Ceremony
12：00～12：10 Closing

表 2 優秀論文（Best Paper Award, Best Student Paper Award）

一般の部（Best Paper Award）
Hanno Becker, Vincent, Hwang, Matthias J. Kannwisch-
er, Lorenz Panny, and Bo-Yin Yang :“Efficient Multipli-
cation of Somewhat Small Integers Using Number-
Theoretic Transforms”
学生の部（Best Student Paper Award）
Hirotomo Shinoki and Koji Nuida :“On Extension of
Evaluation Algorithms in Keyed-Homomorphic Encryp-
tion”

写真 1 Best Paper 表彰

写真 2 Best Student Paper 表彰



研究に関して発表者と参加者の間で白熱した議論が行われ，
参加者の投票で 1 件のポスターが選出され，優秀ポスター
賞として表彰されました（表3，写真3）．
また，日本を含め 7 か国から計 86 名（うちオンライン

参加者 31 名）の参加があり，国際色豊かな会議となりま
した．会場内はもとより，Slack 上でも活発な議論や意見
交換が行われました．なお，本会議で発表された論文は
Springer 社から Lecture Notes in Computer Science
シリーズとして発行されています．
初日には基調講演として東京大学の高木剛教授をお迎え

し，“Recent Developments in Post-Quantum Cryp-
tography”と題して，ポスト量子暗号の最新の研究開発動
向について解説して頂きました．また，招待講演として，ソ
ルボンヌ大学の Abdul Rahman Taleb 氏を迎え，“Ran-
dom Probing Security : Towards Bridging the Gap
Between Theory and Practice”という題目で講演が行わ
れました．そこでは，サイドチャネル攻撃への対策であるマ
スキングの安全性評価のために注目されているランダム・プ
ロービング・モデルに関する研究成果を紹介頂きました．
2 日めには，Telecom SudParis の Hervé Debar 教授

による“Vulnerability assessment in complex distrib-
uted software systems”と題した基調講演が行われまし
た．この講演では，ヘルスケアシステムのような重要なイン
フラシステムの脆弱性評価のために，多様な環境における脆
弱性情報の分析手法が解説されました．そして，招待講演と
して，NTT 社会情報研究所の渡邉卓弥氏を迎え，“Attack-
ing the Web to Defend the Web”と題して，システムの
脆弱性を攻撃者に悪用される前に特定し修正するオフェンシ
ブセキュリティに関して，Web サービスへの攻撃を特定し
た事例を踏まえてお話し頂きました．

IWSEC2022を運営した実行委員会は，表4に示す産学
と国外からの計18名により構成されました．
IWSECは，情報セキュリティ分野における日本の研究の

一層の発展と国際貢献を目的として，毎年日本で開催されて
います．2023年は 8月 30日～9日 1日に神奈川での開
催を予定して計画が進められています．皆様の論文のご投
稿，ご参加をお願い申し上げます．

角田 裕（正員）
2000東北大・工・情報工学卒．2005同大学

院情報科学研究科博士課程了．博士（情報科学）．
同年東北大助手・助教，2008 東北工大講師，
2014同准教授を経て，2022東北工大工学部情
報通信工学科教授．主にネットワーク運用管理，
ネットワークセキュリティに関する教育・研究に
従事．
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表 3 優秀ポスター（Best Poster Awards）

ポスターセッション（Best Poster Award）
Miho Miyake and Akinori Kawachi :“Secure Multi-party
Computation for Symmetric Function with Tree Interac-
tion Patterns”

写真 3 Best Poster 表彰

表 4 実行委員会の構成

General
Co-Chairs

國廣 昇
須賀祐治

筑波大学
IIJ

Program
Co-Chairs

Chen-Mou Cheng
秋山満昭

BTQ AG
（リヒテンシュタイン）
NTT

Poster
Chair

葛野弘樹 神戸大学

Publication
Chair

四方順司 横浜国立大学

Local
Organizing
Committee

池松泰彦
小川美奈子
梶田海成
品川和雅
Hyungrok Jo
角田 裕
中井雄士
Xuping Huang

村崎康博
安田雅哉
渡邉洋平
Yuntao Wang

九州大学
富士通
NHK
茨城大学
横浜国立大学
東北工業大学
豊橋技術科学大学
東京都立産業技術大学院
大学
NHK
立教大学
電気通信大学
大阪大学



国際会議開催報告
2022 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia

（SISA2022，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 Thailand Standard Time
2022年 9月15日，16日

2022 International Workshop on Smart Info-Media
Systems in Asia（SISA2022）が 2022 年 9 月 15
日，16日の 2日間にオンラインにて開催されましたので，
実行委員会を代表して報告いたします．
SISA は新しいメディア情報技術及びスマートシステムに

関する国際ワークショップとして企画され，前身である
SISB（Smart Info-Media Systems in Bangkok）から数
えて今回で 16 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）で交互に変えながら毎年開催していま
す．本年はアジア開催の年にあたり，当初はタイ・バンコク
における現地開催と日本を含む海外からのオンライン開催を
同時に実現するバーチャルワークショップを予定していまし
た．しかしながら，新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）が十分に終息していない状況のもと，海外への渡航が
まだ難しい状況であることを考慮し，SISA2022はタイの
標準時刻に合わせた完全オンラインでの開催へと方針を変更
しました．
本年はオンライン開催の利点を活かし，特にタイ在住の学

生の参加者が参加しやすいように学生の参加費を無料に設定
しました．その結果，参加者総数 93 名のところ，1/3 を
超える参加者がタイをはじめとする海外からの参加となりま

した．なお，現地での開催準備や参加者の動員などについて
は，SIIT（Sirindhorn International Institute of Tech-
nology, Thammasat University, Thailand），AIAT（Ar-
tificial Intelligence Association of Thailand），RST
（Royal Society of Thailand）の協賛のもと，関係各位に
多大なるご協力を頂きましたので，ここに感謝の意を表しま
す．本年のワークショップを機に，アジアにおける SISA
の認知度が少しでも上がり，今後，学生だけでなく一般登録
による参加者が更に増加していくことを願っています．
SISA2022のプログラムは，基調講演，一般セッション

及び特別セッションから構成されます．基調講演では早稲田
大学の甲藤二郎教授により“Recent Advances in
Learned Image/Video Compression”と題した講演が行
われ，近年の画像符号化技術の最新動向について分かりやす
くご説明頂きました．また，一般セッションには計 13 件
の論文発表がありました．本ワークショップの特徴の一つと
して，一般セッションを Short oral presentation 付きの
ポスター発表とすることで，学生と教員の垣根を越えた活発
な議論の促進を目指す点が挙げられますが，今回は残念なが
らオンライン開催ということで Zoomを用いた通常の口頭
発表形式を採ることとしました．
一方，特別セッションは，“Intelligent Robotics and
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図 1 SISA2022 Closing でのスクリーンショット



Embedded Systems”というテーマの口頭発表（6 件）
に加え，Student Paper Awards の候補となる論文（6
件）を集めた Students Selected Papers Session を構
成し，プレゼンテーション及び質疑応答の評価を選奨委員が
リアルタイムで行うという試みを行いました．厳正な審査の
結果，SISA2022における受賞者は以下のように決まって
います．改めましておめでとうございます．

・SISA Best Student Paper Award :
Yoshinori Kamizono（Osaka University）
The 3D Sound Localization Platform with
Reflected Sounds

・SISA Excellent Student Paper Award :
Muhammad Harry Bintang Pratama（Kyushu
Institute of Technology）
A Low Complexity Carrier Frequency Offset
Compensation for Full-Duplex with Cooperative
MIMO in IEEE 802.11 WLAN

・SISA Excellent Student Paper Award :
Donlawit Beesomboon（SIIT, Thammasat Univer-
sity, Thailand）
Automatic Thrombus Localization on Patient
with Ischemic Stroke on Non-contrast CT
Using MCA Location Filter

なお，Students Selected Papers Session に選ばれ
た 6 件の論文は，IEICE Proceedings Series において
オープンアクセスとして掲載され，会員・非会員にかかわら
ず常時閲覧可能となっています．
また，企画セッションとして，論文提出を伴わない口頭の

みのプレゼンテーションも行われました．従来から継続して
いる IPSJ-AVM Special Session に加え，今回はタイと
日本の学生の参加を促す新たな試みとして Student Spe-
cial Session が行われ，タイから3件，日本から2件の発
表がありました．このような新たな試みを通して，今後も
ワークショップの活性化を図っていくことが重要と感じまし
た．
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

（SIS）研究専門委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．次回は国内開催となり，2023 年 8月
31 日，9 月 1 日に沖縄県那覇市の沖縄県立博物館・美術
館にて行われる予定です．皆様のご参加を心よりお待ちして
います．また，SISA2022 の開催に連動して，IEICE
Transactions on Fundamentals にて小特集を企画して
います．詳しくはスマートインフォメディアシステム研究専
門委員会のWebサイト https://www.ieice-sis.org/をご
覧ください．
最後に，貴重な研究成果を発表して頂きました著者の皆

様，積極的にご質疑頂きました参加者の皆様，査読や 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 SISA2022 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．次回の SISA2023 はオ
ンサイトで開催できることを心から願っています．本ワーク
ショップに関連する全ての皆様と 2023 年に沖縄・那覇で
お会いできることを楽しみにしています．

古賀崇了（正員）
2004 九工大・生命体工学研究科博士前期課程

修了．2007 九工大・生命体工学研究科博士後期
課程修了．博士（工学）．現在，近畿大学産業理工
学部准教授．画像処理，ソフトコンピューティン
グなどの応用研究に従事．スマートインフォメ
ディアシステム（SIS）研究専門委員会委員．
SISA2022論文委員長．

辻 裕之（正員）
1991 早大・理工学研究科博士前期課程了．日

本電信電話(株)通信研究所研究員を経て，2006
東工大・情報理工学研究科博士後期課程了．博士
（工学）．現在，神奈川工科大学情報工学科教授．
ディジタル画像処理，コンピュータビジョンなど
の研究に従事．スマートインフォメディアシステ
ム（SIS）研究専門委員会委員．SISA2022実行

委員長．
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国際会議開催報告
2022 International Symposium on Information Theory and

Its Applications
（ISITA2022，情報理論とその応用に関する国際シンポジウム，

http://www.isita.ieice.org/2022/）
茨城県つくば市

2022年 10月 17日～19日

会議の概要

情報理論とその応用に関する国際会議である 2022 In-
ternational Symposium on Information Theory and Its
Applications（ISITA2022）が 2022年 10月 17日か
ら 19 日にかけて開催されました．本来は日本国外での開
催を模索しておりましたが，COVID-19 の世界的な拡大を
受け，日本国内での開催へと変更したものです．開催形態と
して，完全オンライン，オンデマンド配信型／リアルタイム
型，対面（in person）との併用型など広く検討し，コロナ
状況を注視したうえで完全対面型の実施を目指すこととしま
した．ただし，一部のやむを得ない事情の参加者に対しては
オンライン参加も盛り込むことで参加しやすい状況を確保す
ることに留意しました．
ISITA2022 ではポストコロナを意識しつつも ISI-

TA2020に引き続き学生を含む若手研究者の将来の活躍に
期待を込めて内容を工夫しました．本会議では 11 の国と
地域から 116 名の参加者を迎え，下記の 2 件の特別講演
と 52 件の一般講演，16 件のポスター講演が行われまし
た．

･森田啓義先生（電気通信大学），My Journey to Ex-
plore Codes for Correcting Lee-Metric Errors on
2-D Lattices

･ Neri Merhav 先生（Technion），Some New Analyt-
ical Tools for Evaluation of Code Ensemble
Performance

一般講演のうち，Zoom を用いたリアルタイムオンライ
ン講演は国外からの参加者の利便性のため，朝一番と夕方の
セッションにまとめる工夫をし，11 件となりました．当
初，日本国外からの入国の困難さが懸念されましたが 12
名が日本国外から対面での参加となったことは ISI-
TA2022がポストコロナの会議として大きな意義をもつ回
となったと考えます．現地に参集頂きました参加者より，
「いいねぇ」といった声も頂戴しております．

開催と運営

ISITA 国際会議は，情報理論とその応用学会を礎として
SITA 国内シンポジウムから国際展開のために発足したもの

であり，環太平洋周辺を主な開催地としてまいりましたが，
今回は対面形式では初めての日本国内での開催となりまし
た．諸事情を盛り込みつつ実行委員会で検討し，最終的に古
賀弘樹共同実行委員長（以下，古賀委員長）が判断したもの
です．重い決断でしたが，これにより過去の ISITA 国際会
議の運営とはいささか異なる運営状況となりました．国外開
催とは異なり，日本への入国管理と Local arrangement
の大半を古賀委員長自らが処理する状況となりました．
また，対面での講演を原則としつつも，やむを得ない事情

の参加者のオンライン参加を認めることにしたため，特別講
演，一般講演それぞれでリアルタイムオンライン参加者と会
場参加者に不都合を生じさせない対応が必要となり，セッ
ション構成，発表者対応，そして座長対応などのため，楫勇
一 TPC共同委員長が会場対応を含む幅広い用務の対応をご
自身でされることとなりました．
よって，ISITA2022の運営は部分的にSITA国内シンポ

ジウムのそれに類似する部分がありつつも，国際対応・オン
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図 2 森田先生による特別講演の様子（対面）

図 1 つくば国際会議場外観



ライン対応を含む点で差異も大きいという，極めて異色のも
のとなりました．恐らく将来の ISITA 国際会議の運営の参
考にならない稀有な例となります．
なお，コロナ状況下のため，本来あるべき式典，晩餐の多

くを断念しつつも今回新設した ISITA Early Career Re-
searcher Paper Award については，Tu Duc Dao（Na-
nyang Technological University），Orian Leitersdorf
（Technion），Akihito Nagaya（筑波大学）の 3名の受賞
者に対する授賞式を挙行することができ（3名のうち 1 名
は会期途中で帰国のため欠席），ISITA 国際会議らしい喜び
のコメントを頂けました．

今後の ISITA

過酷な状況下での ISITA2022 は臨機応変な対応にて成
功裏に終了しました．ISITA2024 は台湾での開催予定が
植松友彦共同実行委員長より発表されました．対面形式への
回帰の推進と参加者数の増加を期待するところです．
ISITA2022に参加し，「やはり ISITA はこうあるべきだ

ろう」と強く感じるとともに，今後も関係各位のご助力を頂
き，情報理論とその応用分野に貢献する ISITA の発展を強
く祈念し，報告とさせて頂きます．

日下卓也（正員：シニア会員）
平 6 神戸大・工・電気卒．平 11 奈良先端大・

情報・博士後期課程修了（博士（工学））．同年
NTT 移動通信網，平 13広島市大講師，平 15岡
山大講師，令 3 同大学准教授．情報理論，符号理
論，情報セキュリティの研究に従事．ISITA2022
実行委員会のSecretary の 1人として本報告を記
す．
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図 3 一般講演の様子（対面）



芝浦工業大学大宮キャンパスだより

三好 匠（芝浦工業大学システム理工学部）
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はじめに

2020 年からの新型コロナウイルス感染症によりオンライン開催を余儀なくされた総合大会ですが，ついに 2023年 3月，
オンサイトでの開催が行われることになりました（実際にはハイブリッド開催の予定ですが）．コロナ禍からの復興，あるいは
アフター・コロナ，ウィズ・コロナへの第1歩を記念する大会を，私どもの大宮キャンパスにて開催させて頂くこととなり，大
変光栄に存じます．久しぶりの現地開催，そして大会初のハイブリッド開催が滞りなく進むよう，開催校実行委員は全力で準備
を進めております．ご来校頂くにあたり，会場となる芝浦工業大学大宮キャンパスについてご紹介させて頂きます．

大宮キャンパスとシステム理工学部

1927 年に芝浦・田町にて開学した芝浦工業大学は，1960 年代に入り短期大学や付属工業高校などを備えて学生・生徒数
が増加，芝浦キャンパスでは手狭となり，1966年（昭和41年）に埼玉県大宮市（現：さいたま市）に大宮キャンパスを開校
しました．開校当時を知る先生から伺ったところでは，東大宮駅東口の階段上から本学校舎が見えていたそうです．
1991年には，日本初のカタカナ学部であるシステム工学部（現：システム理工学部）が大宮キャンパスに開校しました．開

校当時，工学に新しい理念を提案したといわれる専門分野融合型のシステム思考の人材育成は，システム工学教育として広く認
知されるようになり，四半世紀の時を経てやっと時代が追いついたとも言っても過言ではありません．
学部開設から31年が経過し，学部の4年間を大宮キャンパスで学ぶのはこのシステム理工学部のみとなりました．現在，当

学部は電子情報システム学科，機械制御システム学科，環境システム学科，生命科学科，数理科学科の 5学科を備えるととも
に，1セメスター以上の海外留学を必須とした国際プログラムを全学科に設置するなど，大きな成長を遂げています．大学院生
や，工学部・デザイン工学部の 1，2年生も含めると，4,500 人を超える学生が日々大宮キャンパスで学んでいます．キャン
パス開校当時は11しかなかった教室数も現在は61まで増加し，こうして総合大会を開催できるに至っています．

変わらぬ風景，変わる風景

大宮キャンパスには，開校以来56年間変わらず存在する建物があります．学生会館，3号館，体育館（現：第1体育館）で
す．また，4号館は1968年に，図書館は1971年（私と同じ歳！）に完成しており，ともに50年以上が経過しています．
一方，ここ15年ぐらいで大宮キャンパスは大きく様変わりしました．2008年に生命科学科の新設に伴い6号館が竣工し，

2011年には数理科学科のために5号館が増築されるとともに，教室不足を補うため2号館が新しく建て替えられました．ま
た，文部科学省のグローバル人材育成事業（GGJ）に採択されて以来増加し続けている留学生の受入を想定して，2013 年に
は国際学生寮が大宮キャンパス内に完成しました．2017年には人工芝の総合グラウンドが，2022年には箱根駅伝出場を目
指して日々活動を行う駅伝部専用の学生寮が竣工しています．このように，大宮キャンパスは教育と研究を担うだけにとどまら
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ず，GGJ及びスーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）採択校として本学の国際化を支えるとともに，スポーツなどの部
活動の中心地としての役割を果たしています．

開講校当時の大宮キャンパス．大学会館，3 号館は今も健在 大宮キャンパス近影．2 号館の教室棟が景色を大きく変えた

配信設備

2020年度，コロナ禍で対面授業を行うことがかなわずオンライン授業を余儀なくされましたが，本学ではさほど大きな混乱
は発生しませんでした．2006年の豊洲キャンパス開学以来，ほぼ全ての教室にディジタル機器が完備されていたためです．芝
浦工業大学では，キャンパスによらず小教室を除く全ての教室に同じディジタル設備，すなわちデスクトップPC，プロジェク
タまたは大型ディスプレイ，カメラ，マイクが設置され，全てのデバイスを教卓から制御することが可能となっています．元は
といえば，授業のオンライン配信のためではなく授業録画や遠隔授業のために整備されたものですが，これらの設備がそのまま
オンライン授業を支える設備となりました．2023年総合大会をこうしてハイブリッド開催として実施できるのも，これらの設
備のおかげでもあります．
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おわりに

2019 年以来 4年ぶりに総合大会の現地参加を期待されている方も多くおられることと存じます．国際化のみならず Soci-
ety 5.0 や脱炭素社会を目指して産官学で取り組んでいる芝浦工業大学大宮キャンパスにぜひ足をお運びくださいませ．東大宮
駅からキャンパスへの道中，及び大宮キャンパスにおける50余年の変化を感じて頂くとともに，未来に向けてますます変わり
ゆく芝浦工業大学の姿をご覧頂けることを願っております．

三好 匠（正員：シニア会員）
平 6東大・工・電子卒，平 11同大大学院博士課

程了．博士（工学）．平11～13早大・助手を経て，
平 14 芝浦工大入職．現在，システム理工・電子情
報システム教授，評議員，国際交流センター長，大
学院理工学研究科長補佐．コンテンツ配信，オーバ
レイネットワーク，アドホック・センサネットワー
クに関する研究に従事．本会ネットワークシステム

研専副委員長，2023信学総大・大会委員会，プログラム委員会，開催
校実行委員会各委員，東京支部学生会顧問．

IEICE Fundamentals Review Vol.16, No.3224



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Fundamentals Reviewベストオーサー賞

令和 3年度 Fundamentals Review ベストオーサー賞を受賞されました和田山正様と高邉賢史様にお伺いし
ました．
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「深層展開に基づく信号処理アルゴリズムの設計─収束加速とその理論的解釈─」（第 14 巻 第
1号，pp. 60-72，2020年 7月）

和田山 正（名古屋工業大学）

Q．Fundamentals Review ベストオーサー賞を受賞された御感想をお
聞かせください．
栄誉ある賞を受賞いたしまして，非常にうれしく思っています．Fun-

damentals review（FR）は，自分の専門分野以外の分野を知るために
好適な論説誌で，日頃からよく読んでいました．馴染みのない分野の論文
はなかなか読むことが難しい場合が多いのですが，FRに掲載される論説
は分野外の読者に対しての配慮や工夫がなされているものが多く，楽しん
で読んでいます．我々の論説についても，広く読者がお読みくださったこ
と，また興味をおもちくださったことが今回の受賞につながったのではな
いかと考えています．また，このベストオーサー賞をきっかけにして，
様々な分野の皆様に深層展開をお知り頂く機会となればよいな，と思って
おります．

Q．受賞論説について，簡単に御説明ください．
本論説の主テーマである「深層展開」は，簡単に申しますと，例えば，

勾配法などの従前から知られる反復型アルゴリズムを深層学習技術を利用
して改良するための方法論です．深層学習技術は，深層ニューラルネット
ワークの学習に利用できるだけではなく，入出力を伴う微分可能な反復型
アルゴリズムの内部パラメータ最適化に適用ができます．本論説は，ス
パース信号再現における再現アルゴリズムを中心として，深層展開の概要
とその特徴を紹介しています．多くの反復型アルゴリズムにおいて，深層展開により収束速度の改善が実験的に観測されていま
す．本論説の後半では，収束加速の要因となる学習後パラメータに関する理論的成果（チェビシェフステップに基づくスペクトル
半径制御）が解説されています．

Q．現在，御興味をもたれている研究テーマを教えてください．
深層展開に関する科研費のプロジェクトが走っており，現在も深層展開を利用したアルゴリズム開発について精力的に研究をし

ています．特に最近では，連合学習における学習則を深層展開により学習するといった研究や分散MIMO信号検出に深層展開を
利用する研究を進めています．今後の無線通信物理層における信号処理アルゴリズムの開発においては，深層展開がより重要な役
割を果たすものと考えています．
もう一つの研究の方向性として，微分方程式により定義される連続時間力学系による信号処理について研究を進めています．将

来的に光回路などのアナログデバイスに基づく「アナログ信号処理」が復権する可能性があると考えておりまして，微分方程式に
より定まるダイナミクスと信号処理の関係性に着目しています．
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受賞者の声

Q．今後の抱負をお聞かせください．
少しでも長く第一線に立って研究ができるよう精進していきたいと考えています．また，研究室では，若手の研究者や学生が伸

び伸びと研究できるような環境を整えていくことも重要な課題だと考えています．

Q．若い研究者の方へのメッセージをどうぞ！
大学では若手研究者に対しては任期付きポストがほとんどとなり，競争的資金の取得を求められたりと若い研究者を取り巻く研

究環境は以前と比較して，長期的視点に基づく研究が進めやすい環境とは必ずしもいえなくなってきているように思います．その
意味では，若い方が工学系の基礎研究を腰を据えて進めるのは難しくなりつつある状況なのかもしれません．しかし，このような
時代になっても，基礎研究の重要性は今も昔も変わりません．幾分かの戦略・興味ある分野への情熱・将来への楽観をおもちに
なって進まれれば，研究者の道もまだまだ捨てたものではなく，充実したキャリアにつながる可能性のあるものではないかと思っ
ています．例えば，若い研究者の方には

（1） 軸足である自分の専門分野での研究を大事に進め，それに加えて興味がもてる若干離れた分野についても知識を蓄えてい
く・軸足とその間を掘る（二本立て戦略）

（2） 本当に自分が興味をもって打ち込めるテーマを見つける（本当に興味があることならば，続けることができる）
（3） 少し離れた分野の研究者と交流する・少し離れた分野の論文を読む（視野を広げる・アンテナを広げておく）

などのことが特にお勧めできるのではないか，と個人的には思っています．私の場合は符号理論を中心として通信工学に軸足をお
いて研究活動を進めてきました．幾つかの偶然（所属学科で機械学習の講義をしていたこと，また，LDPC 符号の研究をしてい
た関係でD. MacKay の本の影響を強く受けていたなど）から以前より機械学習について強い興味をもっていました．6，7年前
より本格的に機械学習，特に深層学習について深く勉強してきたことがここ数年の研究成果に結びついています．
基礎研究においてはイノベーティブな発見は若い方のほうが断然有利です．若い研究者の方による基礎分野におけるブレークス

ルーを期待しています．
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高邉 賢史（東京工業大学）

Q．Fundamentals Review ベストオーサー賞を受賞された御感想をお
聞かせください．
このたびはこのような名誉ある賞を頂きましたこと厚く御礼申し上げま

す．本稿を執筆する機会を頂き，また本稿に対してコメントを頂きました
情報理論研究会の関係者の皆様に感謝するとともに，本テーマをご一緒に
研究する機会を頂きました和田山先生にも改めて感謝申し上げます．

Q．受賞論説について，簡単に御説明ください．
全体に関しては和田山先生がご説明されているので後半部について補足

します．後半部では，深層展開型勾配法が収束速度を向上させる要因とな
る学習結果を再現するチェビシェフステップと呼ばれるステップサイズ列
に関して解説しています．この理論は収束速度の向上の理解に資するだけ
でなく，深層展開の学習結果の解釈としても興味深いものと考えていま
す．

Q．現在，御興味をもたれている研究テーマを教えてください．
現在は深層展開の適用範囲を広げるべく挑戦的な研究を進めています．

すなわち，本論説で解説されているような決定論的な連続数理最適化アル
ゴリズムだけでなく，サンプリングアルゴリズムのような確率的アルゴリ
ズムへの適用可能性の探索と信号処理，組合せ最適化などへの応用を狙っ
て研究を進めています．

Q．今後の抱負をお聞かせください．
昨年，本論説執筆時の所属である名古屋工業大学から現職へ着任し研究室の運営をスタートしたところです．今後は深層展開を
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受賞者の声

含めた自身の研究をより深め展開していくとともに，講義や学生指導などを通して教育面でも精進していきたいと考えておりま
す．

Q．若い研究者の方へのメッセージをどうぞ！
私は博士課程まで理論物理学（情報統計力学）を主な研究分野としており，ご縁があって和田山先生の下で深層展開や情報理論

に関する研究を進めてきました．和田山先生の下で初めて学ぶことも多くありましたが，その基礎は院生時代に学生どうしで機械
学習の教科書を自主的に輪読するなど，幅広い視座で学んできたことで得られたと考えています．特に院生の皆様には，ご自身の
専門分野を深めるとともに，その周辺分野も楽しみつつ学ばれるとよいと思います．
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書 評

■ S．ストロガッツ（著），徳田功（訳）「インフィニティ・パワー宇宙の謎を解き明かす微積
分」 丸善出版 2020年1月刊行

「この本は，なぜこんなに面白いのだろう…」と，通読してしみじみと，そう思った．著者のストロガッツ氏（コーネル大）と
訳者の徳田氏（立命館大）は，いずれも現役研究者であり，Science 誌に出版されるなど多忙をきわめている方々である．とこ
ろが，本書は，高いレベルのこなれた和訳に相まって，最近出た本の中でダントツの面白さだった．ここでは，「なぜこんなに面
白いのか？」という素朴な疑問をお節介ながら解き明かし，FR読者に伝えたい．
まず，タイトルの「宇宙の謎を解き明かす微積分」に現れる「微積分」（calculus）のニュアンスは，われわれが高校の数学で

インプットされた，いわゆる微積分とは，少々異なることを指摘したい．むしろ，人類が「自然」に対峙するために手に入れた
「神の話す言語（Language God talks）」のニュアンスである．そして，本書は，（1）この「言語」が「数〈カルクス〉」と「無
限」という概念から，どのように編み出されてきたか？ という知的好奇心，さらに，（2）この「言語」により，原初から現在
（そして近い将来）の科学技術までを見通すクリアな視線，のみならず，（3）この「言語」の達人たちの演ずるビビッドな人間ド
ラマ（の舞台裏）への興味，を1ページごとに満足させてくれる．これらの3つの魅力を，一冊の本が同時に放つことは奇跡と
しか言いようがないが，それが本書にはある．
例えば本書の中盤，「最後の魔術師」ニュートンと「元祖 AI 研究者」ライプニッツの登場で，読者はこの「奇跡」をまのあた

りにする．この2人のやりとりは，山本義隆氏の著書（『古典力学の形成』日本評論社，1997年）に詳しいが，（当時はアクセ
スが容易でなかった）原著に，山本氏の単独踏み込むハードコアなスタイルに対し，本書は（現在，誰もが利用可能な）インター
ネット経由で原論文等を網羅する軽妙なスタイルである．しかし，「微積分」への2人の天才の，独立したアプローチの本質は損
なわれることなく提示され，かつ通勤・通学の電車で読める程に読みやすい！ のである．読者は，ニュートンとライプニッツの
「人間ドラマ」を経て，それぞれの独立した「基本定理」のエッセンスを楽しむ．そして，その一瞬後に現在に跳躍し，この「微
積分」を頼りに，HIV感染メカニズムの解明と治療法のブレイクスルーが得られる経緯を知るのである．
以上のストロガッツ氏一流の，時空を自在に跳躍する視点は，本書を通し繰り返し読者を楽しませる．例えば，本書の前半，有

名な「ゼノンのパラドックス」が，これもまた本質を損なわず読みやすく示された直後，「デジタル版ゼノン」，さらに「量子版ゼ
ノン」として，現代の哲学と物理の様子を仄めかす．一方，ゼノンの200年後，アルキメデスの辿った円周率への道，さらに現
在も有効な無限を用いた魔術（＜エ・プルリブス・ウヌム＞）のエッセンスが解説された次の頁には，その方法（魔術）の唯一の
写本が時空を超えて1998年の現代に出現した逸話が続く（オークション価格220万ドル）．そして，その次の頁には，アルキ
メデスの方法（ポリゴン近似）がコンピュータ・アニメーション映画のみならず，外科手術シミュレーションとして，今も「魔
術」として有効であることが生き生きと伝えられている．
一方，本書の後半，ニュートンとライプニッツ後の「微積分」の爆発的多様化の様子が臨場感をもって展開する．たとえば，

フーリエの方法，波動現象，偏微分方程式の登場等々の流れが分岐し，合流し，現在の AI（深層学習）の驚異（脅威）へ至る様
子は一つの叙事詩をみるようである．このストロガッツ氏のAI への洞察は鋭い．出版後3年を経て，今，彼の洞察は実感をもっ
て届いている．「微積分」において AI の示す「エレガンス」，「洞察力」が人間を凌駕するとしたら…われわれの拠って立つ知性
とは一体何なのか？ と．本書は，この点で，志賀弘典氏の著書（『数学語圏』数学書房，2009 年）を想起させる．本書が AI
によって知性への問いかけに収束していくのと対照的に，志賀氏の著書では，「連句」によって数学（「微積分」）をする心の情景
へ収束している…本書のもう一つのユニークさは，「微積分」をする女性たちの貢献への視線である．もちろん，そこに「人間ド
ラマ」の要素が寄り添っている．これを読んだ女子が「微積分」ガールとして次の時代を担うかもしれない…そんな可能性を秘め
た本である．

田中久陽（電気通信大学）
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開催案内

ASP-DAC 2023 : The 28th Asia and South Pacific Design Automation Conference

開催情報
日程：2023年 1月 16-19日
場所：東京・お台場 日本科学未来館
形態：ハイブリッド（会場＋オンライン）
ウェブページ：https://www.aspdac.com/

1．概要
ASP-DACは，VLSIとシステムの設計技術に関するアジア・南太平洋地区最大の国
際会議です．電子設計自動化（EDA）に関連する技術の最新の成果を発表する機会
と，将来の方向性を議論する場を提供することを目的としています．EDAの研究者／
開発者とシステム／回路／デバイス設計者の間で，有益な意見交換を促進することも
目的としています．年 1回の頻度で開催される本会議は今回で 28回目を迎えます．
COVID-19 の影響により直近 2 年はオンラインでの開催を余儀なくされましたが，
ASP-DAC 2023は東京・お台場の日本科学未来館を会場として開催されます．3年ぶ
りとなる対面でのネットワーキングの機会を有効にご活用いただくためにも，是非会
場参加をご検討ください．また，本会議はハイブリッド形式で開催されますので，オ
ンラインでの参加も可能となっております．ASP-DAC 2023には，例年通り充実した
プログラムが用意されています．一般論文には 328件の投稿があり，102件の論文が
採択されました（採択率 31.1%）．VLSI設計技術，AIハードウェア，ハードウェアセ
キュリティ，新原理コンピューティングなど，活発に議論される予定です．その他，
基調講演，チュートリアル，特別セッション，デザインコンテスト，デザイナーズ・
フォーラムなど，多くのイベントが予定されています．イベントの詳細は下記をご覧
ください．最先端の技術動向や研究成果を知る良い機会ですので参加をお勧めいたし
ます．

2．基調講演
1月 17日から 19日に，ビジョナリーな 3件の基調講演が予定されています．集積シ
ステムの将来を考える良い機会となります．
● “More Moore, More than Moore, More People, ” Tadahiro Kuroda（University of

Tokyo, Japan）
● “Analog synthesis 3.0 : AI/ML to boost automated design and test of analog/mixed-

signal ICs, ” Georges G. E. Gielen（KU Leuven, Belgium）
● “Innovation by Design and Technology Co-Optimization, ” Takuya Yasui（TSMC

Japan Design Center, Japan）
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3．チュートリアル
1月 16日に，エキスパートによる各半日のチュートリアルが 7件予定されています．
新しい分野の知識獲得に有効です．
● Optimization Problems for Design Automation of Microfluidic Biochips : Scope of

Machine Learning

● Cryogenic Memory Technologies : A Device-to-System Perspective

● Quantum Annealing for EDA and Its Hands-on Training
● The Evolution of Functional Verification : SystemVerilog, UVM, and Portable

Stimulus

● Design Methods and Computing Paradigms based on Flexible Inorganic Printed

Electronics

● HW/SW Codesign for Reliable In-Memory Computing on Unreliable Technologies :
Journey from Beyond-CMOS to Beyond-von Neumann

● Agile Hardware and Software Co-Design

4．スペシャルセッション
ホットトピックに対して最先端の研究成果をまとめて知る良い機会です．1月 17日か
ら 19日の期間に，以下の 7セッションが企画されています．
● Machine Learning for Reliable, Secure, and Cool Chips : A Journey from Transistors

to Systems

● Security of Heterogeneous Systems Containing FPGAs

● Computing, Erasing, and Protecting : the Security Challenges for the Next

Generation of Memories

● Brain-inspired Hyperdimensional Computing to the Rescue for beyond von Neumann
Era

● Hardware and Software Co-design of Emerging Machine Learning Algorithms
● Full-Stack Co-design for On-Chip Learning in AI Systems
● Learning x Security in DFM

5．デザインコンテスト
大学での最先端 LSI/システムの設計事例を完成度の高さで競い合います．実 LSI/シ
ステムの実証を含んだ論文が 6件，1月 17日のデザインコンテストセッションにて発
表されます．

6．デザイナーズ・フォーラム
設計に関する経験と現実の製品設計に関するソリューションを共有するためのプログ
ラムです．今回のトピックスは「次世代コンピューティング」「先端センサー技術」
「エッジ AIデザイン」で，1月 18日から 19日に 3つのオーラルセッションが予定さ
れています．また，1月 19日の最終セッションでは，各セッションのスピーカーに再
登壇いただき，パネルディスカッションとして「DXシステム設計～ハードウェアか
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らアプリケーションまで」と題して議論します．

7．参加申込
上記のWebサイトよりお申し込みください．

8．運営体制
General Chair

● Atsushi Takahashi, Tokyo Institute of Technology, Japan
Technical Program Chair

● Gi-Joon Nam, IBM Research, USA
Technical Program Vice Co-Chairs
● Iris Hui-Ru Jiang, National Taiwan University, Taiwan
● Masanori Hashimoto, Kyoto University, Japan
Tutorial Co-Chairs
● Yasuhiro Takashima, The University of Kitakyushu, Japan
● Takahide Yoshikawa, Fujitsu Ltd., Japan
Design Contest Co-Chairs
● Akira Tsuchiya, The University of Shiga Prefecture, Japan
● Mahfuzul Islam, Kyoto University, Japan
Designers’ Forum Co-Chairs
● Koichiro Yamashita, Fujitsu R & D Center, Japan
● Takatsugu Ono, Kyushu University, Japan

主催
ACM/SIGDA, IEEE CASS, IEEE CEDA, IEICE ESS, IPSJ SIGSLDM

9．問い合わせ
ASP-DAC 2023事務局（aspdac2023@aspdac.com）
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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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Fundamentals Review 編集委員会
編集委員長

関屋 大雄（千葉大学）
編集委員会幹事（正）

八巻 俊輔（東北工業大学）
編集委員会幹事（副）

小林 孝一（北海道大学）
編集委員会幹事補佐

松田 哲直（埼玉大学）
編集委員
編集委員（CAS） 金子 美博（岐阜大学）
編集委員（VLD） 新田 高庸（会津大学）
編集委員（SIP） 中本 昌由（広島大学）
編集委員（MSS） 白井 匡人（島根大学）
編集委員（IT） 眞田亜紀子（長岡技術科学大学）
編集委員（ISEC） 吉野 雅之（日立製作所）
編集委員（WBS） Duong Quang Thang

（奈良先端科学技術大学院大学）
編集委員（US） 平田慎之介（千葉大学）
編集委員（EA） 松井健太郎（日本放送協会）
編集委員（NLP） 松下 春奈（香川大学）
編集委員（R） 吉川 隆英（富士通研究所）
編集委員（TL） 神長 伸幸（ミイダス）
編集委員（SITE） 山肩 大祐（IGDA日本）
編集委員（ITS） 小野晋太郎（福岡大学）
編集委員（SIS） 二神 拓也（愛知学院大学）
編集委員（IMQ） 前田 充（キヤノン）
編集委員（BioX） 鈴木 裕之（群馬大学）
編集委員（RCC） 李 還幇

（国立研究開発法人情報通信研究機構）
編集委員（CCS） 松原 崇（大阪大学）
編集委員（ICTSSL） 宮北 和之（新潟国際情報大学）
編集委員（HWS） 大和田 徹（ITSサービス高度化機構）

（上記に含まれない右側の編集幹事会の委員も編集委員として含む）

学会事務局
水橋 慶，永井 宏

（電子情報通信学会）

Fundamentals Review 編集幹事会
編集委員長

関屋 大雄（千葉大学）
編集幹事会幹事（正）

八巻 俊輔（東北工業大学）
編集幹事会幹事（副）

小林 孝一（北海道大学）
編集幹事会幹事補佐

松田 哲直（埼玉大学）
編集幹事
編集幹事（総務） 八木 秀樹（電気通信大学）
編集幹事（渉外） 傘 昊（東京都市大学）
編集幹事（企画） 山岸 昌夫（東京工業大学）
編集幹事（Web：正） 森島 佑（東北学院大学）
編集幹事（Web：副） 荒井伸太郎（岡山理科大学）
特別編集幹事（Vol.16, No.1） 中本 昌由（SIP）（広島大学）
特別編集幹事（Vol.16, No.2） 新田 高庸（VLD）（会津大学）
特別編集幹事（Vol.16, No.3） 宮北 和之（ICTSSL）

（新潟国際情報大学）
特別編集幹事（Vol.16, No.4） 松下 春奈（NLP）（香川大学）
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）
編集顧問 高橋 篤司（東京工業大学）
編集顧問 國廣 昇（筑波大学）
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編集後記

サッカーのワールドカップがはじまりました．試合の結果に一喜一憂するだけでなく，あらたなテクノロジーの登場に驚かされま
す．ボールにセンサが内蔵され，オフサイドが半自動的に判定できるようになるなど，世界の人が注目するイベントを通じて急速に発
展する ICT 技術は，専門家だけでなく一般の方への技術の遡及という意味でも価値があるのだと思います．FR誌も専門家以外の方
に最新技術を分かりやすく伝える雑誌でありたいと考えています．（関屋大雄）

令和 5年も新型コロナウイルスの影響がまだまだ続きそうですが，この状況下でも今号も無事発行することができました．ご執筆者
の皆様方および編集委員会・事務局・出版社の皆様方の多大なるご協力に改めて御礼申し上げます．また現在，令和 4年度 FR誌ベス
トオーサー賞の選定が行われている最中です．FR誌には読み応えのある良質な論説が多数掲載されております．FR誌が引き続き皆
様にご愛顧頂けますと大変幸いです．今後ともよろしくお願い申し上げます．（八巻俊輔）

開催案内，論文募集などのやわらかい記事を担当しました．新型コロナウイルスの影響は続いていますが，対面とオンラインを併用
したハイブリッド開催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いただけますと幸いです．
今後ともどうぞよろしくお願いいたします．（小林孝一）

今号の「受賞者の声（FRベストオーサー賞）」を担当しました．今回の記事にあります FRベストオーサー賞受賞論説を含め，こ
れまでの受賞論説はいずれも大変興味深い内容です．ぜひこの機会に，これまでの受賞論説もあわせてご覧ください．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．ご担当頂きました執筆者，編集委員，事務局，出版社の皆様に御礼
申し上げます．「研究会に行こう！」では，定例の研究会のみならず，シンポジウムや表彰制度など，各研究専門委員会の様々な取り
組みが紹介されています．是非ご一読頂き，興味が湧いた研究会やイベントに参加されてはいかがでしょうか．（宮北和之）
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