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乙214号 について私が抱いた印象について、要点だけをコメン トさせて頂 きます。な

お、私が以前に提 出した 「意見書」や コメン トと同様 に、 この コメン トも、データの改ざ

んがあったか どうかの処分事由に直接 関わる議論 です ので、ご参考にして頂ければ幸です。

1)ま ず、 この最小二乗計算において、温度パ ラメータの値 を示す ことは重要ですので、

前回の私の コメン トの図にはあ りませんで したが、右の縦軸にこれを示 した上で、間違 っ

た計算例をあげます(赤 いグラフが温度。電位及び温度の単位 はKeV)。 最初に示すのは、

ある間違い計算(数 値精度の悪い計算)の 例で、横軸の0.07KeV近 傍 の極小は本物ではあ

りません。また0.123KeV付 近 の鋭い

落ち込み も、温度がほ とん どゼロであ
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り、精度の悪 さから出てきた偽物です。
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矢 花 氏 は最 小 二乗 フ ィ ッ ト
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、これは完全 な誤解で、た とえば
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左図でいえば、0.17KeVあ た りで温

度が不連続的に変化 していますが、最

小二乗残差は連続的に変化 していま

す。調節パラメータが不連続に変化す

ることは一般 にはあ り得 ますが(今 回の例では別 の理由でそれ もほ とん どあ り得 ないので

すが)最 小二乗残差が上下にガタガタ不連続に変化 してはい けません。なぜ なら、パ ラメ

一 タがわずかに変化すれ ば、フィッ ト曲線 の変化 もわず かであ り、従 って最小二乗残差 も

わずかに しか変化 しないか らです。前回の コメン トで、私の計算結果 と矢花氏の計算結果

の比較 を行いま したが、驚 くべき事に、普通 に計算 しても本来スムースであるべ き領域(電

位が0.09～0.22KeV程 度の領域)が 矢花氏の計算では上下にガタガタ していま した。計算

機 といえども有効数字は限 られてお り、特に低温では指数関数 の値 が非常に大き くなった

り小 さくなった りします ので、下手にプ ログラムを作 ると誤差が累積 され ます。誤差は最

小二乗残差 にたい して正負 どちらにも生 じますので、彼 の計算結果 のガタガ タ状態は、計

算プ ログラムの欠陥を想起 させます。

も う一つの間違い例を以下に示 します。 これはエ ン トロピー ・チェ ック とい う過程 を入

れていない例です。 「エン トロピー」 とは統計物理学や情報理論で用い られ る概念で、ある
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電位 差)が 標本 のどの部分 もほぼ一定

であるこ とを仮定 しています。 その結果、エン トロピーを考慮 しない と、左図の様な結果

が得 られます。0.07KeVと0.27KeV近 傍 に偽の極小が現れていますが、温度が異常に低 く

なっています。 この図を見て、プラズマ物理の観点か らこんな低温はあ り得ない と結論す

ることもで きるで しょうが、それ とは別 に0.07KeVお よび0.27KeV付 近の挙動 は、統計学

の観 点から本物でない と気づかなくてはいけませ ん。 これ ら二つの領域において、 曲線が

フィッ トされている状況を見 ると、温度が極端に低いためにフィッ ト曲線 が階段 関数 のよ

うになってお り、その段差 に横軸の測定点は数点 しか含 まれていません。 もちろん含 まれ

る点数が少 ない こと自体 は問題ではあ りませんが、 この時 この数点の標本 の分散(ま たは

標準偏差)が データ全体の分散 より著 しく小 さくなっていることは容易に確認 でき、これ

事象 の起 こる確 率の高 さに関連 し

た量です。対象にある変化がお き

るときは一般に確率の高い方へ 向

かっておきますが、 これ を 「エ ン

トロピーの増大す る方向に変化が

起きる」 と表現 します。詳細は省

きますが、最小二乗法は、最尤法

や最大エン トロピー法 と異なって、

標本 のそれぞれの部分領域の確率

の差異があって もそれを無視 しま

す。言い換 えると、デー タの分散

(またはその平方根である標準偏

が問題 なのです。極端に言 えば、低温ではフィッ ト関数 が階段 関数になって、そこにデー

タ点がなけれ ば分散はほ とん どゼ ロで、最小二乗への寄与は無視できるほ ど小 さくな りま

す。 図を見て明らかなよ うに、計算では最小二乗残差の0.1～0.2%の 変化を問題 にしていま

す。 ところが測定点は この場合338点 ですか ら、た とえ段差近辺の数点でも分散が小 さ

い と、見かけ上残差 を小 さくす ることにな り、分散を一定 と仮定す る最小二乗法の適用外

の状況 が起きていることにな ります。 この事情は、私の知 るかぎ り15年 以上 も前か らよ

く知 られた ことで、有限データに対す る最小二乗法適用 における トリッキーな側面 にたい

す る注意 として、それを克服する方法がいろい ろと開発 されてきたいきさつがあ ります。

エン トロピー ・チ ェックは何 をす るかについての詳細 は省 きます が、あるパラメータセ

ッ トの近傍 に似たよ うな状態がた くさん存在す るか どうか、す なわちエ ン トロピーが高い

か どうかをチェックす る処理過程です。低いエ ン トロピー は排除 され ます。今回の例で言

えば、このチェックの効果 は、大雑把 に言えば、実効的にはプラズマ温度 にある種の下限

(標本の領域に依存 しますが)を 与えることにな ります。

最大エ ン トロピー法が確立 されてか ら以後は、多パ ラメータの最小二乗法 にもその考 え



方が取 り入れ られてい るとい う現状については、矢花氏が残念 なが ら理解 されていないこ

とは今 回のや りとりで推察 され ます。 しか し、素粒子物理学の専門家である金谷氏 も理解

されていない とした ら(あ ま り想像 した くあ りませんが、筑波大学にこのことを理解 され

ている方がどなた もい らっ しゃ らない とした ら)、 この解析法 にはやや高級 な技術的手法 に

関する知識 を要するとはいえ、非常に残念ではあります。

2)矢 花氏は、筑波大の見解は集団的な検討 を経た結果である旨、述べ られていますが、

それぞれの寄与は どの程度なので しょうか。矢花氏が一審 に提出された資料では、明 らか

に推測統計学に対す る無理解があ りま した。相関係数が低ければ信頼度は低い とい う旨の

初歩的誤解があ りま したので、私 はそれに反論 しま した。 これはあま りにも初歩的な誤解

なので、集団的検討 を経た結果 であるとは、すなわち筑波大学の他の研究者の理解がそれ

と同 じレベルであるとはとても想像できませ ん。よって、矢花氏の見解 が筑波大学の多 く

の知的 ・学術的のチ ェックを受けたものであるとはにわかには信 じられない とい う印象 を、

今でも抱かざるを得ません。

3)今 回の事件は、筑波大学の学生による主張 を大学教員 が鵜呑みに して しまったのがき

っかけであると理解 していますが、通常であれば、教員は学生の主張を鵜呑み にせず より

高い学術的見識 を持って判 断するものであ り、なぜ このよ うな事態になったか当初わた し

は理解できませんでした。 しか し、現時点でわかった ことは、データ改 ざんがあったか ど

うかを純粋 に学術的に検討す る資質が、残念なが ら筑波大学の関係教員 になかった とい う

悲 しい現実であ ります。そのよ うな場合でも、通常な らば学外の専門家の判断 を仰 ぐべ き

かと思いますが、実際には、詳細な議論になればなるほど、矢花氏を中心 とす る学内の研

究者 による意見 しか提出されず、た とえ大学が外部か ら孤立 してでもただ面子 にこだわっ

ているように しか見 えないのです。私は長 照二氏 と面識 はありませんが、1人 の研究者

が、誤った未熟な学術的検討で研究者生命 を断たれ よ うとしてい ることに対 しては、大 き

な危機感 を抱かざるを得ません。


