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　情報通信技術の進展に伴い，多種多様な情報メディアサービスの利便性が増す一方で，オープン化

された通信ネットワークや情報通信機器のセキュリティをいかに確保するかが大きな課題となってい

ます．通信ネットワークでは，不正侵入，情報改ざん，盗聴などのネットワーク犯罪が社会問題化し

ており，情報セキュリティへの関心はますます高まりつつあります．

　こうした状況の下，情報セキュリティ・マネジメントシステム（ISMS：Information Security 

Management System）などの情報管理規格・認証制度が運用され，金融系システムだけでなく，デー

タセンタなどの構築において注意を払わなければならない時代にきています．一方，ISMS では，物

理的セキュリティ要因として，「電磁環境の管理に起因する脅威」についても言及しています．本テー

マは，“情報通信機器からの放射電磁波を介した情報漏えい”と“外部からの電磁波による情報通信機

器の誤動作・破壊”を含む「電磁波セキュリティ問題」に対応するもので，近年の信号計測・処理技

術や電磁波・高出力化技術の向上に伴って新たな課題として顕在化しつつある状況です．

　本小特集では，情報通信機器にかかわる電磁波セキュリティ問題を扱い，「論評・サーベイ論

文」，「解説論文」と二つの「解説」から構成されます．

　①　電磁現象に起因する情報通信機器のセキュリティ問題

　②　情報通信機器からの放射電磁波による情報漏えい対策法

　③　建築シールド技術を用いた電磁波セキュリティ対策法

　④　高出力電磁波問題に関する国際標準化動向　

　まず，論評・サーベイ論文①では，電磁波セキュリティ問題全体を概観し，電磁波に起因する情報

漏えい問題と電磁障害問題の現状課題及び国内外の規格・ガイドラインの動向などを解説します．次

に解説論文②では，情報通信機器からの放射電磁波に起因する情報漏えい問題にフォーカスして，ディ

スプレイ画像情報の漏えいを防止するための新たな技術を解説します．続いて，解説③では，建築シー

ルド技術を用いた電磁波セキュリティの対策法について，実際の設計・施工フローや効果を紹介しま

す．最後に，解説④では，強力な電磁波放射による情報通信機器の障害発生問題について，国際電気

標準会議 IEC の規格化動向を解説します．

　本小特集では，今後の情報通信社会において，情報セキュリティ上の重大な脅威となり得るテーマを

取り上げ，安全・安心な社会を実現するために考え得るリスクと講じるべき対策技術・規格を紹介します．

ここで紹介した内容が，情報セキュリティ対策及び関連する分野の研究開発の一助となれば幸いです．

　最後に，大変お忙しい中，原稿の執筆を快諾して頂いた執筆者の皆様，編集に御尽力頂いた通信ソ

サイエティマガジン〈B-plus〉編集委員及び学会事務局の皆様に深く感謝の意を表します．

編集チームリーダ　馬杉正男
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はじめに

　大学を卒業して縁があって三菱電機に入社し，アン

テナの研究をすることになった．卒業論文ではプログ

ラミングをテーマにしたので，アンテナの知識は乏し

く，「アンテナの三菱」といわれていたのも知らなかっ

た．当時のアンテナ研究のリーダは喜連川隆さんで，

入社後アンテナの技術，レポートの書き方，余暇の過

ごし方など万事に御指導頂いた．

　入社した 1963 年は，翌年に東京オリンピックを控

えさまざまな開発が行われていた．新幹線が開通間近

で，新幹線の通信用アンテナも三菱製であったので，

大阪の鳥飼基地に見学に連れて行ってもらった．また

衛星通信も始まろうとしており，国際電信電話株式会

社（KDD，現 KDDI）の高萩にある直径 20 m の日本

最初の地球局アンテナを三菱電機が製作していたの

で，その試験現場も見せてもらいその大きさに感激し

た．富士山頂のレーダが建設されたのもこのころで，

実習でレドームの実験を手伝った．

　アンテナの理論はマックスウェルの方程式で尽きて

いるので，研究テーマがいつまで持つものか心配した．
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しかし，用途が次々と変わるので，いまだに研究テー

マは尽きない．研究所は各地の製作所の技術課に協力

することをモットーにしていたので，技術上の問題が

次々と持ち込まれ，研究テーマに困ることがなかった．

これは企業の研究所の有り難いところである．

　当初開口面アンテナの担当となり，マイクロ波中継

回線用アンテナがテーマになった．その後，衛星通信

地球局アンテナ，衛星搭載用アンテナなどの研究開発

を行った．またレーダ用アンテナとして，フェーズド

アレーアンテナの研究開発を行った．

マイクロ波中継回線用アンテナ

　入社したころは，電話の中継にマイクロ波回線を用

いることが最先端の技術であった．日本電信電話公社

（電電公社，現 NTT）の回線には直径 4 m のアンテナ

が用いられ，このような大きいアンテナはすべて三菱

電機が製造していた．一番初めのマイクロ波中継回線

用アンテナは，多数の金属壁で電波の通路長を変え

るパスレングスレンズアンテナ（図 1，1954 年）で，

喜連川さんが手回し式のタイガー計算機を用いて設計

アンテナ技術者の
一人として

元三菱電機株式会社
情報技術総合研究所所長

片木孝至
Takashi Katagi
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計算をされたとのことであった［1］．その後先輩の苦

労で各種の円形のパラボラアンテナが開発され，直交

する円偏波を共用する 6 GHz のアンテナが開発されて

いた．また沖縄回線の見通し外通信に用いられるバッ

クネット形の巨大なアンテナも製作されていた．

入社してすぐに，電電公社で研究開発された角すい

ホーンリフレクタアンテナ（図 2，1964 年）が出来

上がったところで，その最初の組立て現場に連れて

いってもらった．これは 1 台で 4 GHz 帯と 6 GHz 帯

を共用できる角すいホーンと反射鏡からなるアンテナ

であった．最初の仕事はこの角すいホーンリフレクタ

アンテナを高次モードで励振したときの特性を計算す

ることであった．

水平面内の広角方向の放射レベルが極めて低いアン

テナとして，ダイアゴナルホーンリフレクタアンテナ

を上司の武市吉博さんが着想された．設計理論を立て，

模型実験まで行い低サイドローブ性を実証したが，機

械的な構造が複雑すぎるということで，機械技術者の

反対に遭い，実現しなかったのは残念であった．

角すいホーンリフレクタアンテナの欠点は背が高

いこと，開口面の電界分布が上下で非対称になるの

で，交差偏波のレベルがアンテナの方向を少し変え

ると急激に増大することであった．これらの欠点を

克服するために，後に衛星通信地球局アンテナで開

発した技術を適用して，3 枚反射鏡アンテナ（図 3，

1976 年）を開発した．これは主反射鏡のほかに 2 枚

の副反射鏡を用い，その配置をいわゆる交差偏波消

去条件を満足するように決定することによって，開

口面の電界分布が回転対称になるアンテナである［2］．

このアンテナはうまくいって，実用化され数多く使

用された．

しかし，入社したとき最先端であったマイクロ波

中継回線は，その後の光ファイバの出現で，その役

割を終えた．

私の技術者歴

図 1　パスレングスレンズアンテナ

図 2　角すいホーンリフレクタアンテナ 図 3　4, 5, 6 GHz 帯共用オフセットアンテナ
　　　　　　（3 枚反射鏡アンテナ）
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衛星通信地球局アンテナ

　衛星通信の地球局アンテナの形式として，米国では

円すいホーンリフレクタアンテナ，英国では焦点から

反射鏡を見込む角が 180°となるような深いパラボラ

アンテナを採用した．これに対して日本はカセグレン

アンテナを採用した．その後の地球局アンテナがすべ

てカセグレンアンテナ形式になったのは，先輩の方々

の慧眼であった．その第 1 号が KDD の高萩（茨城宇

宙通信実験所，茨城衛星通信所を経て，現 KDDI 茨

城衛星通信センター）に建設された（図 4，1963 年）．

当初軟式レドームで覆われていたが，台風でそのレ

ドームが破れ，以後レドームなしになった［3］．

カセグレンアンテナは一次放射器であるホーンと送

受信機室の距離が短いので損失が少なく，またホーン

から放射された電波の副反射鏡に当たらない部分のエ

ネルギーが雑音温度の低い空に向かうので，アンテナ

の雑音温度が低く，地球局アンテナとして理想的な性

質を持っている．しかし，アンテナは方位角方向，仰

角方向に回転するので，冷却などの必要な受信機室も

動いてしまう．これを避けるために，まずホーンリ

フレクタを一次放射器として，受信機室が仰角回転

を受けない形式が，KDD の茨城第 2 アンテナ（図 5，

1968 年）に採用された．更に方位角回転も受けない

ように KDD の茨城第 3 アンテナ（1973 年）をはじめ

として，エクアドルやニカラグアに建設したアンテ

ナには 4 枚の反射鏡からなる集束ビーム給電形式が

採用された（図 6）．これらの実用化も日本が一番早

かった．

少しでも利得を上げるために，鏡面修整という技

術も開発された．これは副反射鏡と主反射鏡の形状

をパラボラから少し変形し，開口面上の電界分布を

中央部では一様に近く，かつ端では急激に低くする

ものである．これらの設計技術の開発は水澤丕雄さん

図 4　KDD 茨城宇宙通信実験所第 1 施設アンテナ
　　　　　（カセグレンアンテナ）

図 5　KDD 茨城衛星通信所第 2 施設アンテナ
（ホーンリフレクタ給電カセグレンアンテナ）

図 6　 エクアドル地球局アンテナ（Quito Earth Station）
の背面（中央に見えるのが集束ビーム給電系）
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がされた［4］．そのために，副反射鏡の振幅位相パ

ターンの測定が必要になった．私はモデルによる測定

を製作所の技術者と一緒に行った．当時電波暗室はな

く，位相を測定する受信機もなかったので，屋外で，

導波管で組んだブリッジを使い，移相器と減衰器で測

定するという方法であった．連日深夜まで，地面の上

に座って測定した思い出がある．

衛星の追尾は高次モードを用いて行うが，多数の鏡

面からなるアンテナでは，開口面上の電界分布が非対

称になり，追尾誤差が生じるという問題が起こった．

検討した結果，鏡面が二次曲面鏡である場合，幾何光

学的に考えると系の鏡面の枚数にかかわらず，単一の

オフセットパラボラアンテナの開口面分布と同じにな

ることを発見した．これよりオフセット角が 0 にな

るようにすれば，交差偏波や追尾誤差が発生しないこ

とになる［5］．

鏡面と鏡面の間隔が大きくなると，ビームの幅が変

化し，幾何光学的に考えた場合と異なってくる．この

ような系ではビームモードを用いることで，ビーム幅

の変化を計算できる．また鏡面の電流分布から次の鏡

面の電流分布を電流分布法で求めるよりも計算時間が

短くなるとともに，その現象を理解しやすくなる．そ

の後，多数の鏡面からなる系をビームモードで考えた

場合，波動光学的に交差偏波を消去できる系が存在す

ることを見いだした［6］．

地 球 局 ア ン テ ナ の 直 径 は ど ん ど ん 大 き く な り，

KDD 山 口 衛 星 通 信 所（ 現 KDDI 山 口 衛 星 通 信 セ ン

ター）の第 2 アンテナでは直径 34 m になった．また，

この技術を応用して，東京大学東京天文台（現 国立

天文台）の野辺山宇宙電波観測所に 45 m の電波望

遠鏡（図 7，1981 年）が，宇宙科学研究所（現 宇宙

航空研究開発機構宇宙科学研究本部）の臼田宇宙空

間観測所に直径 64 m の深宇宙探査用アンテナ（図 8，

1984 年）が建設された．

性能に対する要求もしだいに厳しくなり，CCIR（現

ITU-R）の勧告で広角放射パターンも規定された．し

かし，それまでのカセグレンアンテナでは副反射鏡の

支柱による散乱波が特定の方向に集中し，規定値を超

えているのでこれを下げることが課題となった．実験

室でのモデル実験で，支柱の鏡面に向かう側のエッジ

による回折波が原因であることが分かった．エッジに

Dragon Tail（図 9）と呼ばれたひれを取り付け，散乱

波の方向を分散する方法を考え，GTD（幾何光学的回

図 7　45 m 電波望遠鏡（国立天文台提供）

図 8　深宇宙探査用大形アンテナ設備

図 9　KDD 山口衛星通信所第 2 施設アンテナと Dragon Tail
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折理論）を適用して，その効果を計算した．しかし，

ひれを付けてもその中心位置は直線上に並ぶので散乱

効果は十分でなく，ひれの土台の位置を 2 段にして

ようやく規定の範囲に入った［7］．

国際通信だけでなく，国内通信にも衛星が用いられ

始め，電電公社の地球局アンテナとして，オフセット

パラボラ形式が採用された．その一つとして，高効率

だ円ビームアンテナ（図 10，1980 年）がある．これ

は衛星の東西方向の位置制御は南北方向の制御より精

度が高いので，東西方向には広いビーム幅を持ち，南

北方向のみ地球局のビーム方向を制御する方式のアン

テナで，効率を高くすることが要求された［8］．

だ円ビームアンテナとしては一次放射器の開口をだ

円形にし，それに直交するだ円形の主反射鏡を照射す

る形式があるが，これでは高効率にすることはできな

い．高効率化のためには副反射鏡が不可欠になるが，

2 枚の鏡面を使うなら，一次放射器には球面波を放射

する円すいホーンを用い，副反射鏡の形状を与えれば，

開口面上で平面波を生じる主反射鏡の形は光路程一定

の原理ですぐに決まる．副反射鏡の形状を幾つかのパ

ラメータを持つ関数で与え，主反射鏡の外形がだ円に

近く，開口面上の振幅分布が高効率になるようにパラ

メータを決定すればよい，という着想を得た．実現し

たアンテナは所望の性能を満足し，白鳥が翼を広げた

ような優美な形になり，郵便切手の図柄に選ばれた．

この形式のアンテナはその後，事件現場から衛星を介

してニュースを放送局に送る車載用アンテナや航空機

搭載用の衛星通信用アンテナに用いられた．

しかし，衛星が大形化し，出力が大きくなるに従い，

地球局はだんだん小形化し始めた．また国際通信は海

底ケーブルが主役となり，衛星通信は移動体通信用及

び災害時対策用の役割になってきた．

衛星通信搭載用アンテナ

　旧ソ連によって 1957 年に初めての人工衛星スプー

トニク 1 号が打ち上げられて以来，衛星の技術は急

速に発達した．国際通信を担当する機関としてインテ

ルサットが設立され，静止通信衛星が実現した．我が

国でも最初の実用衛星として電離層観測衛星が三菱電

機で製造され，打ち上げられた．その後，技術試験衛

星，通信衛星，放送衛星などが次々に計画され，プロ

ポーザルを書くのに大忙しであった．

国内通信衛星の計画について電電公社の方の講演が

信学会であった．その話を聞いて武市さんからだ円形

のビームを持つ衛星搭載用アンテナを考えるよう指示

された．当時の衛星はスピン安定方式であったので

アンテナはホーンリフレクタ形式になる．したがって

鏡面の形状をパラボラから変形してだ円ビームを作る

ことになるが，鏡面をやみくもに変形してそのたびに

放射パターンを計算するのでは，当時の計算機では時

間と費用が膨大になる．そこで，ビームの形に対応す

る波面を考えれば，それを実現する鏡面は光路程一定

の原理で直ちに決まるので，比較的少ない計算回数で

成形ビームが実現できると考えた．

波面として球面波の外形を所望のビームの形にす

ればよいが，鏡面の外周はホーンの照射領域で決ま

るので，球面波の外側の波面の形が問題になる．外

側のエネルギーがビームの周辺に集まるように，波

面の形状を，球面の法線と球面波の外形の法線の両

方に直交する直線で構成される線織面にすれば，幾

何光学的には鏡面からの反射波のエネルギーはすべ

て所望の角度範囲に集められる．波動的な効果は電

流分布法で計算し，ずれたところは波面の形を与え

るパラメータで調節することにした．当初だ円ビー

ムを目指したが，この方法だと角に丸みを持たせた

多角形のビームが形成できる．実際には三角形でほ

ぼ日本本土を覆うビームが成形できた［9］．

図 10 　 NTT 準ミリ波小形地球局設備高能率だ円ビーム
オフセットカセグレンアンテナ
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この結果を電電公社とメーカで行っていた衛星搭載

用アンテナの研究会で報告し，試作をすることになっ

た．工場でものができてきて恐る恐る測定を行った．

どうも形がおかしいので失敗したかと思ったが，よく

見るとビームが逆さのように見える．鏡面の取付け方

が逆になっていた．修正してほぼ所望のビームが得ら

れてうれしかった．

実験用中容量静止通信衛星（1977 年）は三菱電機

が受注し，前述のアンテナが搭載されることになった．

衛星は米国の Philco Ford（現 SSL）で製作するので，

その技術指導ということで，数度米国に出張した．こ

こでも最初にできてきたアンテナは鏡面精度が悪く，

測定結果が大分計算結果とずれていて作り直した．そ

の後，通信衛星 CS の 3 号機（1988 年）まで同じ形

式のアンテナが搭載された（図 11）．

インテルサットⅤ号衛星のグローバルビームアンテ

ナとして上司の水澤さんの開発されたフレア・アイ

リス形の複モードホーンアンテナを提案し，受注し

た．これは地球局の円偏波特性測定の基準となるもの

で，照射範囲全域で極めて小さいだ円偏波率を要求さ

れた．パラメータを決めるために，計算の精度が十分

でないので実験を行ったが，周囲からの反射波，各部

の特性を切り分ける必要がある．このためにホーンを

軸周りに回転しながら測定を行い，データを処理して

結果の回転する部分，回転しない部分を切り分ける方

法を開発した．また熱変形を小さくするため，根元の

円偏波発生器はアルミ，フレアとアイリスで構成され

る複モードの発生部分はチタン，ホーンは炭素繊維強

化樹脂（CFRP）であった．当初ホーンの内面にはめっ

きをしていたが，CFRP のままでも性能の低下は微小

なので，めっきをなくすることを提案し原価低減を

行った（図 12，1981 年）［10］．

出来上がったアンテナを測定すると，モデルでの結

果と異なる．調べてみると，これは円すいホーンの縁

の外側の形状がわずかに実験用モデルと違っていたた

めであった．改修して所望の性能を満足する結果を得

て納入した．当時日本から米国に衛星搭載機器を輸出

することは珍しかった．

電波天文観測衛星「はるか」（1997 年）のアンテナ

は直径 8 m の大きさで，宇宙科学研究所で考案され

た伸展トラスに金めっきしたモリブデン線のメッシュ

を張る形式である．機械技術者が多大の苦労のすえ工

場で展開したが，本当に宇宙で開くのか心配した．し

かし見事に開き，多くの学術的成果を上げ役割を果た

した．

レーダ用アンテナ  

　各種レーダアンテナを三菱電機は防衛庁（現 防衛

省）に納入してきたが，新しい技術としてフェーズド

アレーアンテナが用いられるようになった．フェーズ

ドアレーアンテナは移相器を持つ多数の素子アンテナ

図 11　実験用中容量静止通信衛星搭載成形
　　　　　       ビームホーンリフレクタアンテナ

図 12　 インテルサット V 号衛星搭載グローバル
ビームアンテナ
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から構成されるアンテナで，その位相を制御するこ

とでビームの方向や形を高速に変えることができる．

フェーズドアレーアンテナの問題の一つは位相の設定

である．アンテナの各素子や移相器のばらつきによっ

て，初期位相が異なる．これを測定するのに，ピック

アップホーンのような機器を外部から持ち込むと，系

が乱れ新しい誤差要因になる．またビーム操作ごとに

測定していたのでは，その手数が大変になる．特定方

向で利得を最大にする位相は，対向アンテナの受信レ

ベルが最大になるように，順次位相を変化していけば

可能であるが，理論的には誤差は皆無にならない．ま

た対向アンテナが近いところにあると，遠方にあると

きと異なってくる．

このような問題のない方法として，素子電界ベク

トル回転法（REV 法：Rotating Element-field Vector 

method）（1982 年）を開発した．これは，ある素子

の移相器のみを動かして対向アンテナの受信電力を

観測すると，位相に対する受信電力の変化はコサイン

状になる．その結果を解析すれば，全体の初期設定

レベルに対する，その素子の相対振幅・位相が求まる．

各素子について順次同じ観測を行えば，すべての素

子の相対振幅・位相が求まり，任意のビームを形成

できることになる．移相器のついていないフェーズ

ドアレーアンテナはないし，何の装置も付加する必

要がなく，振幅の測定だけで位相も測定できるので，

基準信号のないところでも位相が測定できる，など

様々な利点がある［11］．

この REV 法を最初に適用したのは移動式三次元レー

ダ装置用アンテナ（図 13）［12］である．このアンテナ

は車載形の線状アレー給電反射鏡アンテナで，アンテ

ナ自体の開発と測定プログラムの開発が同時であったの

で，連日深夜まで作業をして，反省をして寝るという日

が続いた．しかし，測定方法が確立すると，極めて短

時間に測定が終わるようになった．

その後，三菱電機のフェーズドアレーアンテナにはす

べてこの方法が採用された．世界で初めての航空機搭

載用アクティブフェーズドアレーレーダの開発にも用い

られ，1 回目の試験で所望のサイドローブ特性が得ら

れた．故障した素子の診断にもこの方法は応用できる．

また，衛星搭載用フェーズドアレーアンテナにも活用さ

れ，軌道上にあるアンテナの測定も行われた．

中・高層大気の観測用レーダとして MU レーダ（図

14，1984 年）が京都大学で計画され，三菱電機が製

造・建設を担当した．これは直径 103 m のアクティ

ブフェーズドアレーアンテナで，画期的な気象観測装

置であり，数々の学術的成果が生み出されている［13］．

む　す　び

　メーカの研究所に入り，研究テーマや優れた先輩，

同輩，後輩に恵まれて，楽しい研究生活を送ることが

できた．工業製品は一人の力でできるものではないの

で，良い環境で数多くの歴史に残る製品に，一部であ

るが関係できたことは幸いであった．「百聞は一見に

如かず」というが，成果が目に見えるのはアンテナの

図 13　移動式三次元レーダ装置　J/TPS－101 ［12］

図14　中高層大気観測レーダ（MU レーダ）（京都大学提供）
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長所である．顧客の方々の御協力を得て製作した各所

のアンテナの見学会を実施し，新人の技術者教育に役

立てることができた．成果が世の中の役に立っている

のを実感できるのは技術者の喜びである．

技術の用途は時代につれて変化し，一つの技術が完

成の域に達すると，その用途がなくなるのを何度も経

験した．しかし，次々に新しい用途が出てきてテーマ

は絶えることがない．人のまねをせず，だれもやって

いないことをやる，というのが先輩からの教訓であっ

た．どんなテーマでも何らかの工夫をし，それが製品

に反映されたときには大きな達成感を味わえる．

「重箱の隅をつつく」のは一般には好ましくないこ

とのようにいわれるが，技術者は隅々まで設計し尽く

すことが役割であり，誇りである．最近は計算機が発

達し，数値計算のソフトが充実してきたので何でも計

算に頼る風潮があるが，各アンテナにはそのアンテナ

固有の設計理論がある．理論を細部まで突き詰めてい

くと，当初複雑であった式が急に簡潔な美しい式にな

り，アンテナの動作がよく理解できるようになる．こ

れも技術者の楽しみである．
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1. ま え が き

情報・通信技術の発達に伴い，コンピュータは，情
報を処理・蓄積・管理し，ネットワーク機器は，その
情報を収集・提供・共有するための手段として普及
してきた．これにより，情報通信は社会経済活動に
おける最も重要な基盤の一つとなり，その依存度は
急速に増加している．このため，情報通信技術を用
いた多種多様なサービスが普及する現代社会におい
ては，常時，その安全性・信頼性を確保することの
重要性が高まり，情報セキュリティ対策への関心も
ますます高まってきている．これに伴い，企業や組
織に対する情報セキュリティの国際的運用制度とし
て，情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：
Information Security Management System）が国際標準化
機構（ISO：International Organization for Standardization）
と国際電気標準会議（IEC：International Electrotechnical 

Commission），及び国際電気通信連合 電気通信標準
化部門（ITU-T：International Telecommunication Union-

Telecommunication standardization sector）によって規格
化されている［1］～［3］．また，国内においても国際標
準規格に沿ったガイドラインが制定され，ISMS適合
性評価制度の運用も始まっている［4］．
現在，企業や組織の情報セキュリティ対策におい

て，コンピュータ内部の情報の管理（ファイル送信，
持出し，コピーなど）に対してはファイル管理ソフ
トなどの導入によりその対策が行われている．また，
ネットワーク機器の外部との通信の管理（不正侵入・
アクセス，DoS攻撃（Denial of Services Attack），ウイ
ルス被害など）に対しては，ウイルスチェック・ファ
イヤウォールソフトなどの導入によりその対策が行わ
れている．これらの管理により，「通信路，通信媒体
に起因するセキュリティ脅威」に対する対策は，広く
普及しつつある．
一方で，ISMSでは，物理的セキュリティの一部と
して，「電磁環境の管理に起因する脅威」についても触
れている．これは，情報通信機器がその動作時に電磁
雑音と呼ばれる微弱な電磁信号をその内部から放射的

電磁現象に起因する
情報通信機器のセキュリティ問題
Security Problems of Information and Communications Equipments
Caused by Electromagnetic Phenomena

論評・サーベイ論文 小特集｜情報通信社会における電磁波セキュリティ問題

関口秀紀†Hidenori Sekiguchi†   瀬戸信二†Shinji Seto†

†　独立行政法人 情報通信研究機構，小金井市
  National Institute of Information and Communications Technology, 

Koganei-shi, Tokyo, 184-8795 Japan

近年，情報セキュリティにおける取組みにおいて，情報通信機器（コンピュー
タやネットワーク機器）の電磁現象に起因するセキュリティ問題が注目され始

めている．このセキュリティ問題としては，機器の非意図的な電磁放出に起因する機器内部の信号情報の漏えい問題と，
機器に対して強力な意図的電磁妨害を与えることに起因する機器の誤動作・破壊問題がある．近年の情報通信機器に
依存する現代社会においては，今後，情報セキュリティの観点から，機器の非意図的な電磁放出に起因する情報漏え
いに対する試験・評価方法の確立及びその対策技術の開発，また，機器を故障・誤動作させる意図的な高電力電磁妨
害に対するイミュニティ試験・評価方法の確立及びその対策技術の開発が必要となる．そこで，本論文では，これら
電磁現象に起因する情報セキュリティ問題について概説する．

情報通信機器，エミッション，イミュニティ，情報漏えい，電磁妨害，情報セキュ
リティ
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及び伝導的に放出することに起因する情報漏えいに対
処することと，情報通信機器がその外部から侵入する
電磁信号に起因して故障・誤動作を生じる障害に対処
することを示しており，その脅威評価・管理・対策も
要求している．しかし，これらの電磁環境に起因する
情報セキュリティ脅威を評価・管理できる技術的指針
はまだ制定されていないため，企業や組織における対
策はまだまだ不十分な状況にある．
情報通信機器の電磁環境対策としては，古くから電
磁環境両立性（EMC：ElectroMagnetic Compatibility）分
野において，その研究が行われてきた．EMC分野で
は，機器の通常の使用環境において，互いの機器が
悪影響を与えないようにする目的で，機器から放出
する電磁信号（エミッション：Emission）を抑制すると
ともに，外部からの電磁信号の侵入によって機器が故
障・誤動作を引き起こさない電磁妨害耐性（イミュニ
ティ：Immunity）を向上する研究が行われている．現
在，各標準化機関では，機器のエミッション及びイ
ミュニティに対する規制を行っており，市販・普及し
ている製品は，それぞれの基準に従ってエミッション
が抑制されているとともに，イミュニティ許容値を保
持している［5］～［10］．
ところが，近年，パーソナルコンピュータ（PC：

Personal Computer）のエミッションを解析することに
よってモニタ表示画像やキーボード入力キーが再現で
き，プリンタのエミッションの観測・解析からその
印字内容が再現できることが報告されている［11］～
［17］．また，情報通信機器のイミュニティ許容値を上
回る意図的な高電力電磁環境の生成による機器障害へ
の懸念も高まり，その検討も進められている［18］～
［20］．ISMSの制定に伴い，これらの電磁現象に起因
する情報セキュリティに対する関心が高まりつつあ
り，セキュリティ及び EMC分野においてその研究が
始められている．
このような背景を基に，本論文では，情報通信機器
のエミッションに起因する情報漏えいや，情報通信機
器への意図的な電磁妨害について，情報セキュリティ
の観点から，その技術的背景，現在の規格化状況，今
後の課題を概説する．
　

2. 情報通信機器の放出電磁信号に起因する情報漏えい

　情報通信機器のエミッションは，一般に，EMCの
観点から，そのレベルが規制されているが，そのエ
ミッション信号には，機器内部で処理・伝送される
信号情報の一部が含まれていることが古くから知ら
れており，そのエミッション信号を受信し解析する
ことにより，機器内部の情報信号を再現できる．米
国では，情報通信機器の非意図的なエミッションか
ら機器内部の情報信号が漏えいすることを防止する
技術を TEMPESTと称し，主として軍事やちょう報
に関連する活動として 1950年代ごろから研究を行っ
てきた［21］～［23］．TEMPEST技術は軍事技術の一
部であったため，米国から公開された情報は非常に
少なかったが，1980年代から学術分野で徐々にその
内容が明らかになってきた ［11］～［17］，また，近年
の計測機器の性能向上や信号処理技術の進歩，また
情報セキュリティへの関心の高まりから，情報通信
機器のエミッションに起因する情報漏えいの脅威と
その対策が注目されるようになってきた．
本章では，これまで公知された論文・資料を基に，
情報通信機器のエミッションに起因する情報漏えい
問題について概説する．

2.1　エミッションによる情報信号漏えいの基本原理

情報通信機器のエミッションは，機器内部で生
成・伝送される電気的なオンオフ信号（情報信号）か
ら副次的に放出される．例えば，PCモニタに表示さ
れる画像の色彩・明暗は，PCモニタ内の RGB（Red-

Green-Blue）信号電圧の高低の組合せにより生成され
る．このため，図 1（a）に示すように，モニタに白背
景に黒文字を表示する場合，走査する RGB信号の電
圧が時間とともに変化する．この信号変化は，プリン
タの印刷時においても同様である．また，図 1（b）に
示すように，キーボードのキー入力においては，押
下した入力キーによりその電気信号の時間的オンオ
フ信号パターンとして入力キー情報を PC本体へ伝送
する．これらの電気的なオンオフ信号は情報を伝送
する信号（情報信号）であり，電気的信号が変化する
ときにエミッションとして電磁信号を放出する．こ

13
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の際，情報信号は，図 1（c）に示すように，オンオフ信
号変化割合に依存した周波数成分を持ち，その一部の
周波数成分は信号生成素子または信号伝送線をアンテ
ナとして放射的に空間へ放出される．また，回路内の
電磁信号がほかの通信線や電源線などから伝導的に放
出される．したがって，情報通信機器の外部において
エミッションを受信・解析することが可能となる．

2.2　情報漏えいの脅威の試算とその評価手法

情報通信機器のエミッションによる情報漏えい脅威
を評価する場合，放射または伝導のエミッションレベ
ル，エミッション受信システムの能力，及びその経路
について検討することが重要となる．図 2に，一例と
して，建物内の PCから空間へ放射するエミッション
と受信システムの間の経路を示す概略図を示す．この
情報漏えい経路において，そのエミッション信号は，
アンテナまでの距離によって減衰した後，受信システ
ムによって受信される．したがって，その情報漏えい
脅威を評価する場合は，PCの放射エミッションレベ
ル，PC～アンテナ間の距離 R，受信システムの能力

を考慮する必要がある．受信システムの能力は，その
アンテナ利得，アンテナ・受信機間の伝送損，受信機
の感度，及び信号処理器の処理利得などを仮定するこ
とにより試算することができる．
その脅威の例として，市販の PCの放射エミッション
に対して，情報漏えいが生じる距離 Rを試算する［24］．
このとき，試算上の仮定として次の値を仮定し，また，
信号処理器の処理利得は考慮しない．
（1 ） PCのエミッションレベル：CISPR 22 Class Bの
限度値 E120 kHz（帯域幅：120 kHz時）［5］

（2 ） 自由空間における伝搬路減衰特性：距離 Rの二
乗に反比例

（3 ） アンテナ相対利得 G＝4 （≒ 6 dB）（例：例とし
て対数周期アンテナを想定）

（4） 受信機の感度（雑音指数 F）＝10 （＝10 dB）
（5 ） 受信機の帯域幅 B＝5 MHz（この種のエミッ
ション信号は，主に回路内の信号のオンオフ信号
変化割合に依存した広い帯域幅を持つため，例と
して受信帯域幅を 5 MHzと想定）

（6 ） 受信機の所要信号対雑音比（SN比：Signal-to-

Noise Ratio）＝10 （＝20 dB）（例として比較的良好な
受信状況を想定）

（7） 受信機の入力インピーダンス Z＝50 Ω
このとき，受信機の雑音電力の入力換算値 Nfは
 Nf   ＝KTBF（W）
 ≈ 0.207×10－12  W

 ≈ 3.2μV （1）
となる［24］．ここで，ボルツマン定数 K（＝1.38×10－23 J/K），
絶対温度 T（＝ 300 K）とした．したがって，受信機へ
の所要入力電圧 Viは，信号対雑音比を考慮して

Zone 1
建物  建物対策
Zone 2
部屋  部屋対策

機器対策

Zone 3

R 距離
対策

アンテナ利得
伝送損

Zone 0
受信機

信号
処理器

受信感度 処理利得

機器

図 2　�建物内の PC から空間へ放射する電磁信号と受信機
の間の経路を示す概略図

（b）   キーボード入力キーの信号変化 （c）   情報信号の変化とその周波数成分の相対的関係

電
圧

時間

時間

時間

時間
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大
き
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（a）  モニタ上の RGB 信号変化
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図 1　情報信号漏えい原理
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 Vi＝Nf   ×10（μV）
 ＝32μV （2）
となる．受信アンテナにおける所要電界強度 E0は，
受信周波数 f，アンテナの受信開放電圧 V0とすると

　　 	 （3）

となり，所要電界強度 E0は受信周波数 fにより異な
る［25］．この試算においては，アンテナにおける開放
電圧 V0に対する受信機への入力電圧 Viの比を整合状
態として 2倍（V0＝Vi× 2）と考える．このとき，例
として，後述の機器のエミッション規定のレベルが
異なる周波数を考慮し，受信周波数 fが 200 MHzと
400 MHzでの受信機の所要電界強度を試算すると
　　f＝200 MHz⇒ E0 ≈ 79.1μV/m

 ≈ 38 dB・μV/m 

　　f＝400 MHz⇒ E0 ≈ 158.2μV/m

 ≈ 44 dB・μV/m	
となる．
前述の受信機の帯域幅 Bの想定でも説明したように，こ

の種のエミッション信号は回路内の信号のオンオフ信号変
化時間（数 ns）に依存した広い帯域幅を持つことから，エミッ
ション信号が有する帯域幅を 5 MHz程度以上と仮定し，
CISPR 22のエミッション限度値である帯域幅 120 kHzにお
けるレベル E120 kHzを，以下の式を用いて，受信機の帯域
幅 5 MHzにおけるレベル E5 MHzに換算する［26］．
　　E5 MHz（dB・μV/5 MHz）
　　　＝E120 kHz（dB・μV/m）＋20 log10（5 MHz/120 kHz）
  （5）
なお，機器のエミッション規定は，測定距離 10mにお
いて，30～230 MHzは 30 dB・μV/m，230～1,000 MHz

は 37 dB・μV/mである［5］．このとき，それぞれの受
信周波数 fにおけるエミッションレベル E5 MHzは
　　f＝200 MHz⇒ E5 MHz ≈ 62.4μV/m

　　f＝400 MHz⇒ E5 MHz ≈ 69.4μV/m

となる．受信機の所要電界強度 E0とエミッションレ
ベル E5 MHzの関係から，受信距離 Rは

 f＝200 MHz ⇒ R ≈ 167 m

 f＝400 MHz⇒ R ≈ 186 m

となる．この試算は，上記の仮定を用いた場合におけ
る PCのエミッションの自由空間中における受信距離
Rを示し，情報漏えいの距離に対する脅威の計算例と

なる．しかし，実際には，周囲環境雑音及び地上波伝
搬を含む伝送路の影響があるため，現実の受信距離 R

は試算値より小さくなる．
また，この PCが鉄筋コンクリート壁に覆われた建
物内に設置されていたと仮定し，壁を通過する超短波
（VHF：Very High Frequency） 帯（周波数 30～ 300 MHz）
の電磁波の通過損を 10 dBと仮定した場合［27］，受信距
離 Rは約 1/3程度となる．一方，受信システムの能力の
計算では，アンテナ利得Gを 6 dBとしているが，更に
高利得のアンテナを仮定すれば，受信距離 Rはより長く
なる．また，受信機の検波器以降のデータに対して，例
えば，画像処理や雑音処理などを行う信号処理器を用い
ることにより，SN比を改善することも可能となる．
上記の情報漏えい脅威では，幾つかの仮定を用いて試

算を行っているが，情報漏えいに対する定量的測定技術，
評価方法は，まだ確立されていない．これらについては，現
在，各研究機関などにおいて検討が進められているところ
である［28］～［36］．

2.3　情報漏えいの対策概念と対策技術

情報通信機器のエミッションによる情報漏えい対策
を検討する場合，図 2に示した Zoneの考え方（Zoning）
を用いることが有用である．同図における Zoningで
は，Zone 0は情報通信機器が設置される機関・組織の管
理可能な区域，Zone 1はその建物，Zone 2はその部屋，
Zone 3はその情報通信機器の近傍領域として区分けし
た．本例は，管理可能な Zoneにより脅威となる受信シ
ステムの接近距離を制限し，その Zone内に対して必要
な対策を検討する概念である．このように受信システム
の侵入想定 Zoneを規定することにより，受信システム
の物理的大きさをある程度制限することができ，情報通
信機器のエミッションによる情報漏えい脅威をより現実
的に評価できるようになる．したがって，管理可能区域
の区分けは，より具体的な対策の検討に有用となる．
しかしながら，一般的には，管理可能区域の確保は
困難であることが多いため，その対策には，建物及び
部屋による対策，または情報通信機器自体への対策が
必要となる．建物や部屋に実施する対策としては，従
来から EMC対策で用いられてきたフィルタやシール
ド技術を用いた対策方法が有効である［37］，［38］．ま
た，PCに対する対策として，幾つかの製品または技術

（4）

（6）

（7）
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が提案されている．その一つは，PCのエミッションを
抑えるため，PC自身をシールド材料で覆い，各入出力
ケーブル・コネクタにフィルタを取り付けた製品である
［39］．また，フィルタやシールド技術を用いず，意図的
な妨害信号によって受信者を妨害するという対策技術も
提案されている［40］，［41］．更に，PCの表示画像内の情
報漏えい防止を目的に，RGB信号をソフトウェア的に
制御する対策技術も提案され，一部は製品化も行われて
いる［42］～［49］．今後は，これらの製品・技術の効果が
定量的に評価され，その費用対効果を考慮しながらユー
ザが対策を実施できるようになることが期待される．

3. 高電力電磁環境に起因する情報通信機器の障害

　情報通信機器は，一般に，EMCの観点から，ある程度
のイミュニティ許容値を保持しているが，その許容値を超え
る電磁妨害に対しては故障・誤動作を生じることが知られ
ている．近年の科学技術の発達により，小形で高電力な電
磁信号の出力システム（送信機器など）が開発できるように
なり，情報通信機器に対する意図的な電磁妨害（I-EMI: 

Intentional ElectroMagnetic Interference）の危険性が情
報セキュリティの観点から懸念され始めている．

I-EMIについては，電気電子学会（IEEE: Institute of 

Electrical and Electronic Engineers）の EMC Symposium

において 2004年からセッションとして取り上げられ，
近年の EMC関連の国際学会では，ほぼ毎回セッション
が組まれ，様々な研究報告が行われている．その主な
研究の方向性は，生成する電磁妨害信号の高電力化，
インパルス放射アンテナシステムの開発，I-EMIの各
種機器への影響調査などとなっており，防護性能を評
価するための試験システムの開発も進められている．
本章では，これまで公知された論文・資料を基に，

I-EMIについて概説する．

3.1　情報通信機器のイミュニティ限界

一般的な使用環境における情報通信機器の放射イ
ミュニティ許容値（電界強度）は，国際標準化規格によ
り 3 V/mまたは 10 V/mなどの規定がある［6］～［8］．
しかしながら，そのイミュニティ限界を調査した資料
は少ない．I-EMIの情報通信機器への脅威を検討する

場合，現存する情報通信機器のイミュニティ限界を調
査することは有用となる．著者らは，情報通信機器の
一つであるハブ（HUB）のイミュニティ限界の調査実
験を行ったので，その内容について概説する［50］．本
実験では，図 3（a）に示すように，電磁妨害を発生さ
せる TEM（Transverse ElectroMagnetic）セルを用い［7］，
市販の 8ポートハブのイミュニティ限界を調査する実
験を行った．TEMセル内の電磁妨害を無変調連続波
とし，その電界強度を上げながらハブの送受信を監視
し，スループットが低下したときの周波数と電界強度
の関係を調査した．図 3（b）は，試験したハブのイミュ
ニティ限界の実験結果を示す．図 3（b）において，ハ
ブのイミュニティ限界が周波数に依存し，約 125 MHz

の無変調連続波では約 35 V/mの電界強度で誤動作が
生じた．この特性及び値は，機器固有のものである
が，I-EMIが情報通信機器に対して脅威となり得る場
合がある．なお，図 3（b）の測定は，イミュニティ限
界の大略を把握するために行ったものであり，通常の
イミュニティ試験においては，周波数ステップとして
0.5%や 1.0%が用いられることが多い［6］～［10］．

ハブ

TEMセル

電
界
強
度（
V/
m
）

周波数（MHz）

（a） TEM セルを用いた実験

（b） イミュニティ限界

図 3　ハブのイミュニティ限界調査試験
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3.2　I-EMI の分類と脅威例

各種機器などに悪影響を及ぼすと考えられる I-EMIは，
大別すると，
・  HEMP：High-altitude ElectroMagnetic Pulse（高高度
電磁パルス）
・�HPEM：High Power ElectroMagnetic（高電力電磁波）
に分類される．HEMPは，高高度核爆発による電磁パ
ルスを示し，核電磁パルス（N-EMP: Nuclear Electro-

Magnetic Pulse）とも呼ばれる．また，HPEMは，
HEMP以外の高電力電磁波を示し，高電力マイクロ
波（HPM: High Power Microwave），高強度放射界（HIRF: 

High Intensity Radiated Field），大電力の超広帯域（UWB: 

Ultra Wide Band）波などを含み，これらが各種機器など
に意図的妨害を与える目的で使用される場合 I-EMIと
呼ぶ．図 4に，周波数領域における各規格のイミュニ
ティ要求値と IECで定義される I-EMIの比較例を示す
［7］， ［51］．EMC分野におけるイミュニティ許容値の
放射電界強度は 3 V/mまたは 10 V/mなどであることに

対し， HPEM環境のピーク電界強度は 100 V/m以上と
規定されている．また，雷（Lightning）による電磁パル
スは，低周波から 1 MHz程度までの周波数成分を持つ
が，HEMPは 100 MHz程度までの周波数成分を持ち，
HPEM環境は更に高周波数領域に及ぶことが分かる．
図 4からも分かるように，HEMP及び HPEMはともに
EMC分野におけるイミュニティ要求値を大幅に超える
ことから，これらが I-EMIとして用いられた場合，情
報通信機器に対しても脅威となることが分かる．
また，HPEM環境規格である IEC 61000-2-13では，幾
つかの HPEMシステムの脅威例が示されている［51］．
その中で，現在各国で開発されているインパルス放射
アンテナ（IRA：Impulse Radiating Antenna）システムは，
表 1のような性能を有している．これら IRAシステム
は，広周波数帯域の電磁妨害を放射できるため，被試
験装置（EUT：Equipment Under Test）のイミュニティ試
験システムとして用いることが有用であると考えられる．

3.3　電磁妨害対策

I-EMIによる各種機器への悪影響を防護する場合にお
いても，電磁波の侵入を阻止する対策を行うことが必要と
なる．その対策は，次に示す各種の考え方がある．
（1 ）管理区域の隔離：情報漏えいの対策としての

Zoningについては 2.3節において述べたが，これ
と同様に I-EMIシステムからの隔離は有効な対
策手段となる．

（2 ）「建屋」（または「部屋」）における対策：上記（1）の
隔離では防護が不十分な場合には，建屋などにおい
て電磁波侵入阻止を行う必要がある．空間を介して
の放射的侵入に対しては電磁シールド，電源ラインな
どからの伝導的侵入に対しては電源ラインへのフィル
タの挿入を行うことが有効となる．これらの対策に伴い，
通常，建築に関連する工事が必要となる．

（3 ）情報通信機器における対策：情報通信機器自身
に対策する方法も有効な手段である．この対策に
おいても，機器に対する放射的侵入・伝導的侵入
の両者の対策が必要となる．

I-EMI対策としては，現在 EMC分野において開発
されている技術・製品が，ある程度効果的に作用する
と考えられるが，この有効性については，I-EMI脅威
レベルの試算を行う必要がある． 

電
界
強
度（
V/（
m・
H
z）
）

周波数（Hz）

LIGHTNING
HEMP

高電力電磁環境

HPM（Pulse, CW）

Immunity requirements IEC 61000-4-3 level 3
IEC 61000-4-3 level 2 CISPR 24

1 M

100 K

10 K

1 K

100

10

1
100 K 1 M 10 M 100 M 1 G 10 G 100 G

図 4　イミュニティ要求値と I-EMI の比較例

±60 kV
100 ps/20 ns,
200 Hz burst

±75 kV
85 ps/20 ns 
～ 400 Hz

2.8 kV
100 ps/4 ns
800 Hz

9 kV
100 ps/4 ns
800 Hz

アンテナ直径
（m）

近　界
（kV/m）

遠方界
（kV/m）パルサー名　称

Prototype IRA
（米）

Upgraded prototype
 IRA（米）

IRA
（スイス）

IRA
（オランダ，ドイツ）

3.66

1.83

1.8

0.9

23
（2 m）

41.6
（16.6 m）

1.4
（5 m）

7
（1 m）

4.2
（304 m）

27.6
（25m）

0.22
（41 m）

使用
不可

表 1　インパルス放射アンテナシステム例（IEC�61000-2-13）
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4. 規格化の状況

　2章及び 3章で概説した電磁環境に起因する情報セ
キュリティの脅威から，情報通信機器・システムを防
護する目的で，ITU-T SG5（Study Group 5）では，課題
15として「Security of telecommunication and information 

systems regarding the electromagnetic environment（電磁
環境に関連する通信・情報システムのセキュリティ）」
が検討されており，日本国の提案において勧告案策定
を進めている［52］．勧告案では，「電磁環境に起因す
る情報セキュリティ全般に関するガイドライン」の策
定を進めるとともに，「情報通信機器からのエミッ
ションに起因する情報漏洩に関する規格」，「HEMP，
HPEMに関する規格」，及び「対策方法についての
ハンドブック」の策定を進めている．一方，IEC TC77

（Technical Committee 77） SC77C（Sub-Committee 77C）
では，「High power transient phenomena（高電力過渡現
象）」として，電子機器に対する HEMP及び HPEMに
関する標準化規格の策定が行われており，既に
「HEMPに関する規格」化は完了し，現在は HPEMに
関する規格策定が進められている［53］．更に，IEEE 

TC-5（Technical Committee-5） においては，電子投票
システムを対象とした I-EMIの試験方法・防護基準の
策定が検討されている［54］．
国内においても，電磁環境に起因する情報セキュリ
ティに関して注意を喚起する告示などが多く発せられ
ている．表 2はその一例を示す．これらに伴い，民間
企業や研究機関においても電磁環境に起因する情報セ
キュリティへの取組みが始められている［55］～［58］．
また，民間任意団体である新情報セキュリティ技術
研究会では，これら電磁環境に起因する情報セキュ
リティの脅威に関して「電磁波セキュリティガイド

ライン」を作成・公開している［59］．
また，米国における TEMPEST規格は，部分的に公
開されているが，規制の数値は非公開となっている
［60］．更に，日本においても防衛省が TEMPESTに関
する独自規格 NDS C 0013を有しているが，米国と同
様にその数値的な部分は非公開となっている．

5. むすび―今後の動向・課題のまとめ

　情報化社会の発展に伴い，情報セキュリティが重要視さ
れ，国際標準として ISMSが制定された．その中で電磁環
境に起因する情報セキュリティに対しても注意喚起が行わ
れ，国際社会における組織や企業は，そのリスク評価・管
理・対策が求められている．しかしながら，現在は，技術
的・実用的な評価方法や試験システム，また，対策効果を
保証するための技術・体制が確立していない現状にある．
今後は，情報セキュリティの観点から，情報通信機器の

エミッションに起因する情報漏えいに対する試験・評価方
法の確立及びその対策技術の開発，また，情報通信機器
を故障・誤動作させる I-EMIに対するイミュニティ試験・
評価方法の確立及びその対策技術の開発が必要となる．
また，これらの試験・評価機関などの体制の整備が進むこ
とにより，電磁環境に起因する情報セキュリティに対して安
心・安全な情報化社会を形成することが望まれる．
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1. ま え が き

パーソナルコンピュータ（PC）などの情報通信機器
から意図せず放射される電磁波には，機器内部で処理
される有益な情報が含まれている場合がある．近年に
おける計測装置の性能向上や信号処理技術の進歩に伴
い，放射電磁波に含まれたこうした情報を解析される
危険性が高まりつつあり，情報セキュリティの観点か
ら新たな脅威として認識され始めている．
さて，放射電磁波を介した情報セキュリティ問題
は，1960年代から欧米の軍事応用目的で進められた研
究を発端としている ［1］．具体的な内容は，その間，ほ
とんど公表されることはなかったが，Win van Eckが

1985年に発表した論文［2］ を契機に，PCなどの情報
通信機器のディスプレイ画像が，放射電磁波を介して
再生できることが明らかになった．こうした情報漏
えい問題は，米国の国家安全保障局（NSA：National 

Security Agency）のコードネームである TEMPESTと
いう略称で呼ばれ，現在では，一般にも広く知られ
るようになっている（ただ，TEMPESTの語源は諸説あ
り，Telecommunications Electronics Material Protocol 

from Emanating Spurious Transmissionsや Transient 

Electromagnetic Pulse Surveillance Technology などの略
称の可能性も指摘されている）［3］～［7］．
情報通信機器のディスプレイ画像には，個人の認証

IDなどの貴重な情報が表示される場合があるが，第
三者が検知した際にその痕跡が残らないため，情報
を盗まれた側がその漏えいに気付かない可能性が高
い．比較的簡易な受信装置を用いて，情報通信機器
のディスプレイ画像を再生することも可能であるた
め，情報セキュリティ上の重大な脅威となり得る．一
方，ディスプレイ画像情報だけではなく，オペレータ
のキーボード打鍵情報［6］，プリンタケーブルからの
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パーソナルコンピュータなどの情報通信機器は，動作時に微弱な電磁波を放出
し，その信号成分には，ディスプレイ画像などの内部処理情報が含まれている

場合がある．こうした漏えい情報を解析されるリスクは，近年の信号計測処理技術の向上とともに高まりつつあり，
情報セキュリティの観点からも，その対策法を検討していくことが重要である．情報通信機器からの放射電磁波に起
因する情報セキュリティ対策としては，これまで情報通信機器に対して電磁シールドを施す方法やノイズフィルタを
設置する方法が提案されているが，対策効果や導入コストの点においていまだ課題が残されている．本論文では，情
報通信機器からの放射電磁波に起因する情報セキュリティ問題及び従来の対策法を概観するとともに，漏えい情報を
効率的にかく乱する防止信号を生成する手法をベースとした新たな対策技術を紹介する．

情報セキュリティ，放射電磁波，漏えい信号，TEMPEST
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印字情報［8］などのディスプレイ画像以外の情報取得
も可能であるとの検証結果も報告されている．しかし
ながら，これらの漏えい信号の放射レベルは相対的に
弱く，かつ一過性の事象のため検知が容易ではないこ
とから，ディスプレイ画像の盗聴問題が情報セキュリ
ティ上の主要課題となる．こうした技術的な背景を踏
まえて，日本国内外において，本課題に関連する情報
セキュリティ規格・ガイドラインへの取組みや［9］～
［11］，ディスプレイ・モニタ画面上での文字識別性を
低下させるソフトウェア処理［12］ などの新たな対策
方式が提案されている状況である．
本論文では，放射電磁波による情報通信機器のディ
スプレイ画像情報・漏えい問題の概要と対策技術を述
べる．まず 2章では，情報通信機器からの放射電磁波
が盗聴問題を引き起こす基本原理を概観するととも
に，電磁シールドや電磁ノイズフィルタなどの従来
の対策方法を解説する．続いて，3章では，情報が含
まれる放射電磁波をマスキングする新たな対策手法
［13］～［15］並びにその適用例を紹介する．最後に
4章では，全体を総括し，今後の方向性を展望する．

2. 放射電磁波を介した情報通信機器のセキュリティ問題

2.1　電磁波を介した情報漏えい問題

情報通信機器から意図せずに放射される電磁波は，
機器内部または機器間を結ぶインタフェース中の電気
信号から生成され，その電磁波は機器の内部情報を含
む場合がある．既知の情報インタフェースであれば，
情報を含む放射電磁波を受信することで，元の情報そ
のものを再生することが可能となる．
とりわけ，情報通信機器のディスプレイ画像につい
ては，①ディスプレイ・モニタや周辺ケーブルなどの
多様な箇所が，情報を含んだ電磁波の放射源となり得
る（図 1），②ビデオ解像度規格に沿った一定の周期パ
ターンで，情報を含む電磁波が繰り返し放射される，
などの理由により，情報の再生が比較的容易であると
考えられる．
ビデオ解像度規格の代表的な画面モードには，

VGA，SVGA，XGAなどがあり，これらはすべて走
査線に沿ってピクセル（あるいは画素）と呼ばれる単位

で画像表示される．画像インタフェースとしては，輝
度信号（RGB信号）と走査線のタイミング情報となる
水平・垂直同期信号を含み，画像解像度に応じたタイ
ミング（ドットクロック周波数）を元に画像フレームの
描画が繰り返される．したがって，情報通信機器から
放射される電磁波より，輝度信号や水平・垂直同期信
号の変動パターンを解読・判定する方法により，ディ
スプレイ画像情報を復元することが原理的に可能とな
る．なお，同一の画像解像度規格条件であっても，情
報通信機器内部で処理されるドットクロック周波数
は，機器ごとに微妙に異なる．このため，盗聴受信機
側において，傍受信号の周期を調整することで，複数
の機器が並べて設置されているケースでも，切り分け
てディスプレイ画像情報を再生できることになる．
ところで，PCなどの情報通信機器から放射される

電磁波は，広い周波数成分を有し，ディスプレイ画
像信号だけでなく，様々な不要信号成分を含んでい
る．ここで，ある市販 PCからの放射電磁波の周波
数スペクトル測定例を図 2に示す（画像解像度規格＝
XGA，ドットクロック周波数＝ 65 MHz，アンテナと
PCの距離＝ 3 m）．同図において，★は，ディスプレ
イ画像信号が重畳されていることが確認された周波数
ポイント例に対応しており，390 MHz付近について
は，その周辺を拡大した例を図中に示した．本測定例
より，対象とした周波数範囲において，ドットクロッ
ク周波数の高調波倍（元信号の整数倍）に対応している
複数位置にピークポイントが観測されることが確認で
きる．また，本測定例では，ディスプレイ画像信号は
5 MHz程度以上の帯域を占めており，良好な画像再生
を実現するためには，一定の帯域をカバーするように
受信機を設定する必要があることなども分かる．

ディスプレイ・モニタ
LAN 
ケーブル

PC本体 

電源線

図 1　PC からの漏えい信号の放射イメージ 
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2.2　従来の対策技術

情報通信機器のディスプレイ画像には，一般の個人
情報だけではなく，各種の認証 IDなどの機密情報が
表示される場合があることから，情報漏えい防止のた
めの対策法の確立が望まれている．これまでに実現さ
れている主な対策技術としては，以下のようなものが
挙げられる．

（1） 電磁シールドによる放射電磁波の低減
まず，第 1に考えられる対策法は，情報通信機器の
きょう体そのものに電磁シールドを施すか，あるいは
電磁シールドルームに情報通信機器を設置し，放射電
磁波を低減させる方法である［16］．こうした遮へい技
術によって，確実に放射電磁波を低減させることが可
能であるが，対策コストがかかる点が最大の課題であ
る．また，情報を伝達するためのインタフェースケー
ブルの出入りがある場合には，ケーブルに起因する外
部への信号漏えいの有無をチェックする必要がある．

（2） ノイズフィルタの設置
情報通信機器に接続される各種のインタフェース
ケーブル（通信線，電源線など）に漏えい信号を減衰さ
せるフィルタを挿入する方法により，放射電磁波のレ
ベルを低減することが可能となる．しかしこの方法で
は，そもそもインタフェースケーブルで接続される
ものしか対策できない．例えば，デスクトップ PCと
ディスプレイ間ではケーブルが存在するが，ノート
PCなど機器が一体化したものでは適用できない．ま

た，情報が含まれる放射電磁波は，インタフェース
ケーブルからだけでなく，情報通信機器本体やディス
プレイ・モニタからも放射されるという問題がある．

（3） 対策フォントの使用
ディスプレイ画像の情報漏えいを抑制する手法とし
て，受信再生された文字情報が視覚的に識別しにくい
対策フォントが提案されている［12］．ソフトウェア処
理により比較的簡易に対策が実現できる反面，絵図な
どへの適用上の制約がある．

（4） 電磁波（虚偽信号）を用いた漏えい情報のマスキング法
漏えい情報が含まれる元の放射電磁波より強い電磁

波（虚偽信号）でマスキングする手法が挙げられる．本
手法は，情報を含まない虚偽信号を用いて情報を含む
元信号の検出を困難にするものであり，比較的簡易な
装置で実現できるが，単にランダムな信号パターンを
挿入するなどの対策信号の生成法では十分な効果は得
られない．すなわち，ランダムな虚偽信号の発生によ
り，受信機の SN比を悪くすることは可能であるが，
受信信号（あるいは，再生画像情報）を一定間隔で時間
平均化する処理法により，非周期的なノイズ成分を抑
制し，画像信号が解読される可能性がある．したがっ
て，漏えい防止効果を得るためには，漏えい情報を効
率的にマスキングする虚偽信号の生成法が重要なポ
イントとなる．
以上の各手法については，対策効果，適用性，コス
トなどの違いがあり，情報漏えい防止の対策向けに導
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図 2　PC からの放射電磁波スペクトルの測定例
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入する際には，総合的な観点から選択する必要があ
る．次章では，上記（4）の技術をベースとする新たな
ディスプレイ画像情報の防止技術を紹介する．

3. 虚偽信号生成による情報漏えい防止技術

3.1　虚偽信号の生成原理

2.2節で示したように，漏えい情報が含まれる元の
放射電磁波のマスキング手法を用いる場合，その虚偽
信号の生成法は重要なポイントとなる．単にランダム
な変動パターンの信号を生成・重畳するだけでは，情
報通信機器からの放射電磁波（あるいは，再生画像情
報）を平均化処理する方法により，容易に解読される
可能性がある．
そこで，情報漏えいを効果的に防止する手法とし

て，ディスプレイ画像情報が含まれる放射電磁波の
かく乱時に，対策対象となる情報通信機器のドットク
ロックと同期処理を施す方式が考えられる．ここで，
情報通信機器内部で処理されるドットクロック信号
（輝度信号列）は，設定した画像解像度規格だけでなく，
機器ごとに微妙に異なることから，情報漏えい防止の
ための虚偽信号生成に際しては，防止対象とする機器
より直接的に同期パターンを取得する必要がある．
さて，情報通信機器のドットクロック信号を外部装
置へ抽出する際には，一般的な外部映像端子の利用が
考えられる．ここで，ある市販 PCの映像端子からの
出力映像信号の例を図 3に示す．同図より，映像再生
に必要な水平同期信号の周期区内にドットクロック信

号が生成されていることが確認される．情報漏えい防
止のための虚偽信号の生成時には，このドットクロッ
ク信号パターンを直接抽出する．
なお，情報通信機器のドットクロック信号に同期し
た虚偽信号の生成に際しては，漏えい情報を含む放射
電磁波のマスキング効果改善の観点より，元のドット
クロックの時間変動パターンに対して，N倍周期化処
理を施したり，あるいは，特定の信号パターンに同期
させた変調処理を付加する方式も考えられる．

3.2　プロトタイプによる評価例

本節では，一般的に市販されている PCのディスプレ
イ画像情報の漏えい防止を目的とした対策装置の実装評
価例を紹介する．ここで，本対策装置の処理フローを説
明するための構成ブロック図を図 4に示す．試作した
プロトタイプでは，まず PCの外部映像端子よりドット
クロック信号を抽出し，その同期信号（擬似クロック信
号）を生成する．次に擬似クロック信号をベースに画像
情報の漏えいを抑制するための効果を付加した虚偽信号
（対策用マスキング信号）を生成する．試作したプロトタ
イプでは，対策用マスキング信号を外部映像端子経由
で PC内の内部回路に印加し，PC内部回路より放射漏え
いするしくみをとる．本方法により，抑制対象とする放
射信号に同期した対策用マスキング信号が重畳されるた
め，効率的な漏えい防止効果を期待することができる．
図 5は，本手法による対策効果を説明するための図であ
り，PCから放射される放射電磁波に対して，対策用マ
スキング信号を重畳させる方法により，ディスプレイ画
像情報の再生が困難になるイメージを示している．ここ
で本手法において，対策用マスキング信号は PCのドッ
トクロック信号と同期しているが，ディスプレイ画像情
報の変動パターンを有しておらず，放射電磁波を介した
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図 3　PC からの漏えい信号の放射イメージ 
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情報漏えいの危険が増すことはない．
ここで，図 2の測定時に利用した PCに対して，本

プロトタイプを適用した際の放射電磁波の周波数ス
ペクトル測定例を図 6に示す（PCとアンテナの測定距
離＝ 3 m）．同図において，★は，ディスプレイ画像
信号が重畳されていることが確認された周波数ポイン
ト例に対応しており，広い周波数範囲にわたって，
15 dB以上のレベル差でマスキング信号が重畳されて
いることが分かる．
次に，対象とする PCディスプレイ上において複数

文字サイズが表示されたサンプル画像（元画像）を図 7

に，映像再生・受信機（対象周波数＝ 300 MHz帯，分
解能帯域幅＝ 8 MHz）による再生画像（対策前）と本プ
ロトタイプ適用時の再生画像（対策後）を図 8（a），（b）
に示す．ここで，図 8では，画像解像度規格 XGAに

対して，各々，受信機側において再生画像の単純加算
による平均化処理を実施（加算回数＝ 32）した例に対
応している．図 8より，対策装置を施さない場合は，
PCからの放射電磁波を元にディスプレイ画像が再生
できているのに対して，対策装置の装着後は，画像情
報が認識できないことが分かる．
すなわち，本例は，対策用マスキング信号が，情報
が含まれる漏えい信号を効率的にかく乱していること
を示すものであり，周波数スペクトルの観測結果（図 6）
を裏付けるように，PCディスプレイ情報が解読でき
ない結果となった．なお，対策用マスキング信号の出
力レベルについては，実際の対策効果を検証しながら
調整し，周囲の電磁干渉源とならないように，情報通
信機器の放射レベル規制（国内 VCCI自主規制［17］な
ど）を遵守していく必要がある．

対策用マスキング信号が
重畳した放射電磁波

（a）対策前 

PC 画像再生が困難

受信機

受信機

PC

PC
対策装置

（b）対策後 （映像端子へ）

PC画像情報が重畳した
放射電磁波 PC画像が再生

図 5　電磁波を用いた漏えい情報のマスキング対策イメージ  
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図 6　プロトタイプ適用時の放射電磁波の周波数スペクトル測定例
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3.3　対策効果の検証法

以上で示した情報漏えい対策法については，対象と
する情報通信機器や設置場所の電磁環境に応じて，対
策用マスキング信号の放射手法や出力レベルなどを選
択・調整し，その実際の効果を検証することになる．
ここで，対策効果の検証法は，情報通信機器からの漏
えい信号そのものを評価対象とする方法と再生受信画
像を評価対象とする方法に大別される．

（1）漏えい信号による評価
情報通信機器のディスプレイ画像の再生レベルは，
情報が重畳された周波数ポイント上の漏えい信号強度
にかかわってくる．したがって，対策効果の検証に際
しては，対策前後において，観測される周波数スペク

トルの相対強度（SN比）をチェックすることで，一定
の評価指針を得ることができる．この際，再生され
る受信画像と SN比との相関性を評価する必要がある
が，その場合には，観測対象とする周波数ポイントに
おいて一定の帯域幅を考慮することになる．また，単
に周波数スペクトルの相対強度を比較するのではな
く，対象周波数区間のチャネル容量などのパラメータ
を評価する方法［18］や評価用画像の RGB信号の変動
量に着目した評価法［19］なども提案されている．

（2）再生画像による評価
情報通信機器のディスプレイ画像の漏えい対策効果
の検証に際しては，再生された画像情報を対象とした
評価が重要である．ここで，対策前後の再生画像の評
価法としては，客観評価法と主観評価法に大別される
（関連技術の文献例［20］）．前者では，画素単位での輝
度情報の変動量などを比較検証する方法が考えられる
が，多様な文字種別や文字サイズなどの複雑な条件を
考慮するためには，実際の人間による主観評価法を実
施し，両者の相関性を定量化しておくことが望ましい．
なお，一般環境では，様々な電磁波源による放射電
磁波（周波数スペクトル）の揺らぎや周辺物体との反射
等々が測定精度のかく乱要因となり得る．したがっ
て，対策効果の検証に際しては，適用環境だけではな
く，外部と電磁気的に遮断された環境下（電波暗室な
ど）での実施が求められる． 

4. む　す　び

本論文では，PCなどの情報通信機器からの放射電
磁波による情報漏えい問題の概要とその対策法につい
て解説した．その中では，情報通信機器のディスプレ
イ画像情報の盗聴問題を重点的に扱うとともに，マス
キング信号をベースとする対策装置（プロトタイプ）の
概要と評価例を示した．
冒頭に述べたように，本問題は，第三者が不正取得
した際にその痕跡が残らないため，情報を盗まれた側
がその漏えいに気付かない可能性が高い．本テーマに
ついては，効果的な対策技術の確立だけではなく，そ
の対策法の定量化の検討が今後の重要な課題になると
考えられる．
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図 7　PC 画面上の表示元画像

（a）対策前 

（b）対策後 

図 8　TEMPEST 受信機による再生画像
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 1. ま え が き

我が国では，情報通信技術（ICT）による産業・社
会構造の変革の推進に向けて，2001年 1月より，「高
度情報通信ネットワーク社会形成基本法（e-Japan計
画）」に基づいて「高度情報通信ネットワーク社会」
を目指した取組みが進められてきた．
その結果，「いつでも，どこでも，だれとでも，どん

なものとでも」通信可能にするユビキタスネットワー
ク社会に向けて高度情報通信機器が有線から無線へと
変革している．なかでも，電話機の発展は著しく各家
庭に設置されている固定電話（有線）がコードレスホン
へ，更に，個人個人が所有する携帯電話，PHSに取っ
て代わってきた．2000年度に携帯電話などの加入契
約数が固定電話の加入契約数を上回り，2007年度末
には，携帯電話などの加入契約数が固定電話の加入契
約数の約 2倍の規模に達した．2008年 8月末時点で
携帯電話・PHS合わせて約 1億 900万台を超える加
入数となっている［1］．
また，この高度情報化社会への進展とともに，コン
ピュータとネットワークが急速に進化してきた．コン
ピュータは，高速化・高機能化するとともにダウンサ
イジングでワークステーションが急速に普及し，高機
能パーソナルコンピュータの値下げ競争と相まって企
業・学校・個人向けに大量に流通している．その結果，
オフィスや研究施設などでは一人 1台のワークステー
ションやパーソナルコンピュータを所有し，施設内の
ネットワークに接続してデータなどの共有化が進んで
いる．
このような状況のもとで，LAN（Local Area Network）
の構築が，諸官庁をはじめオフィス，研究所，学校，
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病院，工場，倉庫などで急速な広がりを見せている．
最近では，家庭内においても家族一人一人がパーソナ
ルコンピュータを所有し，家庭内 LANも広まってき
た．更に，今までの有線 LANが，企業内の組織変更
などに伴うレイアウトの変更に柔軟に対応するため，
あるいはパーソナルコンピュータなどの端末機器の使
用を自分の席だけでなく会議室や打合せ室などでも
行えるような移動性を考慮した無線 LANの普及も広
まってきた．我々のあらゆる生活空間，建築空間の中
にコンピュータや通信機器をはじめとするエレクトロ
ニクス機器を利用することにより，ますます快適で便
利になっている．
一方，こうした状況の下，電磁波を介した新たな
情報セキュリティ問題が注目されている．本テーマ
は，電磁波を介した情報漏えい問題や情報通信機器
の障害発生問題に関するものであり，従来の EMC

（ElectroMagnetic Compatibility）規格を遵守するだけで
は必ずしも対処できない点が課題となっている．本稿
では，近年，顕在化しつつある電磁波セキュリティ問
題に対して，建築シールド技術を用いた対策技術の概
要と実際の設計・施工フローなどについて述べる．

 2. 情報化社会がもたらす新たな問題

　有線から無線へと利便性を享受した情報化社会，
パーソナルコンピュータ，携帯電話などの各種情報機
器を利用したディジタル・情報化社会に移行していく
中で，コンピュータなどの通信機器をはじめとするエ
レクトロニクスやネットワークを取り巻く環境はます
ます複雑化し，いろいろな問題が起こっていることを
認識しなければならない．

建築におけるシールド技術を用いた
電磁波セキュリティ対策法
澁谷紳一　Shinichi Shibuya　清水建設株式会社技術研究所
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ここで，本稿が対象とする電磁波セキュリティ問題
のイメージ図を図 1に示す．本課題は，（1）電磁波を
介した情報漏えい問題と（2）外部からの電磁波によ
る情報通信機器の障害発生問題，に大別される．以下
では，各課題について概説する．

2.1　電磁波を介した情報漏えい問題

電磁波セキュリティ問題として，まず情報漏えいの
問題が挙げられる．2003年春，個人情報保護法が成
立し，情報漏えい問題への関心が高まっている．多く
の企業や団体において，顧客名簿や人事情報といった
個人情報だけでなく，新製品の企画や中長期の事業計
画，製品原価や経理関係といった様々な「重要情報」
が存在している．また，これらの情報を効率良く利用
するため，コンピュータシステムにデータを格納し，
適切なアクセス権を付与した上で，システム上で共有
するケースが多く見られる．

2004年以降，ファイル交換ソフトWinnyの利用者
のパーソナルコンピュータ内に保存されていた情報
が，Winnyを介してネットワーク上に流出する事件が
頻発し，社会問題化した．モバイル形パーソナルコン
ピュータの盗難やメディアの紛失，無線 POS（Point 

of Sale）レジからの情報漏えいなど，ここ数年にマス
コミに報じられた個人情報漏えいにかかわる事件は後
を絶たない．
また，無線システムから発射される電波（電磁波）

をとらえ，広帯域受信機で音声に復調させることで容
易に情報が取得できる．例えば，家庭内や企業内で使
用している無線電話機（アナログ形式）で，親機のアン
テナを通して子機での通話，あるいは，親機と子機と
の通話などは広帯域受信機などで聞くことが可能であ

る．また，劇場，舞台や会社の大会議室などで使用さ
れているワイヤレスマイクロホンは比較的簡単に外部
でも受信できる．

800 MHz帯 B形ハンド形ワイヤレスマイクロホン
から放射される電波強度（電界強度）の 10 mごとの
測定例を図 2に示す．同図より，ワイヤレスマイクロ
ホン近傍での電界強度は 90 dB・μV/m程度であるが，
100 m離れた場所でも，60 dB・μV/m程度の強度であり，
第三者により，傍受される可能性があることが分かる．

更に，モバイルコンピュータの発展とともに，建物内
で無線 LANを使用する企業も増えてきた ．これらの建
物内に設置された無線 LANのアクセスポイント（AP）
から放射されている電波は街中にあふれている．ここで，
無線 LANの解析ソフトを導入したモバイル形パーソナ
ルコンピュータにより，東京・大手町付近での無線 LAN

の各チャネルごとの電波の解析例を図3に示す．2.45 GHz

帯の無線 LANである「IEEE802.11b/g」の電波がチャ

データ
センタなど受信機

（電磁波を介した
情報漏えい問題）

（電磁波による
　障害問題）

外部への
電磁波放射 外部からの

電磁波放射

図 1　電磁波セキュリティ問題のイメージ図
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図 2　ワイヤレスマイクロホンから放射される電界強度の測定例

図 3　無線 LAN の電波解析結果
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ネル 1～ 14まで検索され，5.2 GHz帯の無線 LANで
ある「IEEE802.11a」もときどき検索された．ここで
注目すべき点としては，本解析ソフトがMAC（Media 

Access Control）アドレス，セキュリティ方式，TKIP/

MIC（Temporal Key Integrity Protocol/Message Integrity 

Code）のセキュリティ設定の有無や SSID（Service Set 

Identifier）を表示する機能を有し，セキュリティ設定
がされていない APにアクセスすることが簡単にでき
てしまう可能性があるということである．また，パー
ソナルコンピュータや CRT画面からの意図せずに放出
されている電磁波を意図的に盗聴（受信）し，解析し
て情報を再現する TEMPEST問題［2］なども知られて
おり，信号計測処理技術の進歩とともに，電磁波を介
した情報漏えい問題は，深刻化する方向にある．

2.2　外部からの電磁波による情報通信機器の障害発生問題

一方，空間に放射された強力な電磁波は，情報通信
機器の障害源になる可能性がある．まず，故意に送
信される強力な電磁波で情報機器を誤作動あるいは
破壊などを引き起こす目的として行われることがあ
る．また故意にではないが，電波法に違反する強力な
CB（Citizen’s Band）無線送信機を搭載した車からの
電磁波によって情報機器が誤作動したり，破壊される
ことがある［3］．ここで，東京都心において，30～
300 MHz帯の電磁環境の実測例を図 4に示す．同図よ

り，複数の周波数ポイントに無線放送電波に起因する
周波数ピーク値が観測されるが，とりわけ，CB無線
に関しては，120 dB・μV/m以上の強度となっており，
情報通信機器の障害要因となり得ることが分かる．
以上のような電磁波セキュリティ問題に対して，情
報通信機器や建物での対策が必要となる．まず，電磁
波対策用のフィルタの利用などを含めた機器側の対策
も考えられるが，その効果は必ずしも十分といえない．
したがって，建物側での対策の重要性がより高まって
いる．そこで，次章では，情報通信機器から放射され
る電磁波の外部への漏えいの防止，更には，外部環境
からの強力な電磁波への対策という観点より，建築
シールド技術を用いた対策技術を紹介する．

 3. 建築空間における電磁波シールド技術

　電磁波シールド技術とは，導電性の高い材料，例え
ば，金属製の材料を用いる方法により，外部への電磁
波漏えいの抑制，あるいは，外部からの電磁波の内部
への侵入抑制を実現するものである．シールド設計・
施工に際しては，影響を受ける情報通信機器，建築物
の内外の電磁環境，更には，用途目的を考慮して，実
際の作業を進めていく必要がある．本章では，建物に
関する電磁波シールド技術の基本から設計・施工フ
ローについて概説する．
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図 4　都心の街中における電波強度測定結果例（30 ～ 300 MHz）
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3.1　建物空間における電磁波シールド技術の考え方
建物の電磁波シールドを考える際には，電磁波の遮
へいや透過などの課題を考慮する必要がある．まず電
磁波の遮へいについては，建物内外壁に電磁波シール
ド材を用いる方法により，外部への電磁波漏えい，あ
るいは侵入を抑制する．電磁波の透過に関しては，窓
などの外部との開口部に電磁波シールドガラスを用い
るなどして，光を通しながらかつ，電磁波の透過を減
衰させる設計を行う．以上に関して，情報セキュリティ
対策を考慮したインテリジェントビルの概念図を図 5

に示す．本例では，業務オフィスの快適さに配慮しな

がら，電磁波セキュリティ対策を施す際のポイントを
整理している．
続いて，実際に建物の電磁波シールドを施す範囲を
示すイメージ図を図 6に示す．同図は，オフィスビル
やインターネットデータセンター（IDC）のようにビ
ル全体を電磁波シールドする場合，あるいはテナント
ビル内の中間階に，コンピュータセンターが設置され
た金融機関が入居したようなケースで，その 1フロア
やある一部屋に電磁波シールドを施す場合を示したも
のである．
この際には，例えば，①オフィスビルで上層階にあ

シールド内壁
建屋外壁の内側に電磁波シー
ルドパネルを用いることによっ
て電磁波シールド内壁を作り
だします．

オフィスレイアウト
情報機器を無線化すること
によってオフィスレイアウト
の自由度を高めることがで
きます．

シールド床
コンクリートスラブの上に導電
性の良い電磁波シールドパネ
ルを敷きつめます．その上に
フリーアクセスフロアを用いて
従来のオフィスと同様の床仕
上げをします．

アンテナ
事業所用PHSなどを導入する
場合，専用のアンテナを必要と
します（天井内に設置）．

シールド天井
上階床下に電磁波シールドパネル
を用いることによって電磁波シー
ルド天井を作りだします．天井仕上
げには従来のオフィスビルと同じ
ものを使用できます．

シールド扉
鋼製扉を利用することで電
磁波シールド扉を作りだし
ます．

窓
電磁波シールドガラスを使うの
で，明るく開放的なオフィス環
境を提供できます．

電源用及び
通信用ノイズフィルタ
電源線や通信線から漏えい
する情報を遮へいするため
個々のケーブルごとにノイ
ズフィルタを設置します．

設備配管貫通

＊電磁波シールドガラス
電磁波シールドガラスは５層構造
で，３枚の単板ガラスの間に導電
性がある特殊高分子フィルムと金
属メッシュを挟み込んだものです．

外部 内部

漏えい電磁波

金属メッシュ

単板ガラス

光

高分子
フィルム

空調用ダクトなどが
電磁波シールド壁を
貫きますが，ハニカ
ムフィルタの使用に
より電磁波シールド
性能を確保します．

図 5　情報セキュリティ対策を考慮したサイバービルの概念図

電磁波

建物全体
を電磁波
シールド

建物の 1フロアを電磁波シールド

建物の 1部
屋を電磁波
シールド

図 6　建物の電磁波シールドを施す範囲
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電磁波
シールド性能
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漏えい電磁波レベル
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m
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オフィス
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図 7　 無線 LAN 盗聴防止リスク低減のためのシールドに
よるセキュリティ対策法の考え方
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る役員会議室で使用するワイヤレスマイクロホンから
の漏えい電磁波を外部（道路を隔てた歩道上）で傍受
できないようにする，②オフィスビルの一般階で使用
する無線 LANの電波を 20 m離れた隣のビルで傍受で
きないようにする，など目的を明確にしておくことが
重要である．ある程度の設定条件（仮定でも可）が明
確にならないと，電磁波シールドのレベルを設定でき
ないことになってしまう．
更に，無線 LAN盗聴防止リスク低減のためのシー
ルド設計時の評価例を図 7に示す．ここで，図中の点
線の放物線はオフィス内に電磁波シールドを施さない
条件下で，電磁波が自由空間を伝搬する際の減衰曲線
を示す．また，実線の放物線は電磁波シールドを施し
た場合の電磁波の減衰曲線を示す．図 7は，オフィス
ビルから 50 m離れた位置において都市部環境ノイズ
レベル（＝ 30dB・μV/m）より多少，裕度（＝ 10～15 

dB・μV/m）を持たせ，電磁波シールド性能を 30 dB・
μV/m と設定した例に対応している（参考資料例［4］，
［5］）．
ここで，各種目的別の電磁波シールドの要求レベル
例を表 1に示す．同表が示すように，対象とする目的
に応じて，電磁波シールドの性能レベルには差があり，
情報通信機器の混信防止では，15～ 20 dB程度のシー
ルド性能を目標とするのに対して，情報漏えいの防止
や検査機器の誤作動防止（計測室など）の対策に際し
ては，60 dB以上の電磁波シールド性能が必要となる
ことなどが分かる．

3.2�　電磁波シールドの計画・設計・施工・性能測定
� までの基本フロー

シールド技術による電磁波セキュリティ対策法の計
画・設計・施工・性能測定までの一連のフローを図 8

に示す．まず，電磁波シールド施工に際しては，建物
周辺の電磁環境の計測，漏えい電磁波の出力レベル
の確認を行う．本例では，漏えい電磁波レベル ELL

（ElectroMagnetic Leakage Level）が環境ノイズレベル
ENL（Environment Noise Level）を上回る場合につい
て述べる．当該建物の敷地外での漏えい電磁波による

電磁波シールド
性能（dB）

・情報通信機器の混信防止
・無線システムの有効利用
・ワイヤレスマイクロホンの混信防止

・情報機器の誤作動防止
・情報漏えいの防止
・ワイヤレスマイクロホンの混信防止

・情報漏えいの防止（重要施設）

・情報漏えいの防止（最重要施設）
・検査機器の誤作動防止（計測室など）

主たる目的

15 ～ 20

30

40

60 ～ 100

表 1　目的別の電磁波シールドの要求レベル例

START

環境電磁計測の実施 情報信号としての
漏えい電磁波の把握

no

yes

対策を必要としない

ENL(dB)＜ELL(dB) ？

ELL－ENL＝      (dB)

　   (dB) をシールド性能
とする

シールド対策の設計

no

yes

シールド対策の施工

性能の計測・評価

性能ＯＫ？

引渡し・保守

ENL： Environment
　       Noise Level 

環境ノイズレベル（ENL）
の評価

漏えい電磁波レベル（ELL）
の評価

ELL： Electromagnetic
　      Leakage  Level

STOP

STOP

XX

XX

図 8　 電磁波シールドの計画・設計・施工・性能測定
までのフロー
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情報を取得できないように想定すると，その場合の
ELLが ENLより大きいとき（ENL＜ ELL），その差
分値 XX（＝ ELL－ ENL）が必要な電磁波シールド性
能レベルになる．ただし，ある程度の裕度（ ）を見込ん
で，XX＋ を設計上の電磁波シールド性能とする．
現場環境での実測評価を通して，要求される実際の
シールドレベルが明らかになり，それを踏まえて，シー
ルド設計へ進むことになる．また，シールド施工後は，
性能評価を踏まえて，要求条件を満足しているかを確
認する必要がある．

3.3�　シールド設計・施工・性能評価・保守手順の
� 概要について

以下，要求されるシールド性能決定後の各手順につ
いて概説する．
（1）シールド材料の選定と加工
電磁波シールドの概念図を図 9に示す．図 9に示す
ように，電磁波シールドの設計に際しては，建築空間
内で発射する電磁波を反射させて外部に漏らさないよ
うにすることと，外部から到来する不要な電磁波を反
射させて内部に入れないことを目的に導電性のある電
磁波シールド建材を用いて建築空間の六面体（床・壁・
天井）を覆うなどの工夫が必要となる．また表 1に示
したように，用途によって，要求されるシールド性能
は異なるが，対象部位ごとに最良なシールド材（導電
性材料）を選定・加工することになる．またその選定
に際しては，その電磁波シールド建材が所定どおりの
電磁波シールド性能があるかどうかを電波暗室内隔壁
で確認する作業が求められる．
次に，図 10（a）は外壁及び屋根の材料として使用
される金属製折板を隔壁開口部に供試体として設置し

た例である．また，その際，電磁波シールド性能測
定した結果例（垂直，水平偏波）を図 10（b）に示す．
本例では，10～ 1,000 MHzの帯域において，30 dB以
上のシールド効果を有することを示しており，金属製
折板自体は非常に高い電磁波シールド性能を有するこ
とが確認された．

（2）シールド施工
電磁波シールドの施工は，空間を構成する床・壁・

天井・開口部（窓，扉）を電磁波シールド建材ですき
間なく覆うとともに，空調ダクトや電気配管などの貫
通部を処理し，対象空間を接地することである．ここ
で重要なのは，前項で示した電磁波シールド建材自体
の性能が高くても，電磁波シールド建材同士の接合部
や電磁波シールド建材の組合せによって所定のシール
ド性能が得られないことがあるので注意を要する．
各建築部位における施工法のポイントを表 2に示す．

電磁波シールド建材（導電性材料）

内部で発信する
電波を外部に漏
らさない

外部からの
電磁波を
通さない

（表面で反射）

図 9　電磁波シールドの概念図

（a）   隔壁開口部への設置例

要求性能 30 dB

折板継目部
140

120

100

80

60

40

20

0

損
　
失（
dB
）

10 100 1,000
周波数（MHz）

水平偏波
垂直偏波

（b）   シールド性能評価例

図 10　金属製折板供試体の外観とシールド性能例
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（3）シールド性能評価
電磁波シールドの施工が完了した後には，要求仕様
どおりの性能が得られているかどうかを確認するため
に電磁波シールド性能の測定評価が必要となる．通常，
電磁波シールドの施工完了時に実施する中間計測と竣
工引渡しの際に実施する竣工検査の 2段階において検
査が実施される．
測定法の規格は，従来，米国国防総省規格 MIL-

STD-285（1956年 6月）［6］に準拠して使用してきたが，
現在はこの規格がキャンセルされているため，米国電

気電子学会規格 IEEE-STD-299-2006［7］や我が国の
防衛省規格 NDS C 0012及び NDS C 0013（平成 10年
8月）［8］，［9］に準拠して行っている．
測定法には，透過損失法，挿入損失法，到来波法の
三つの方法がある．測定値が不安定になりやすい透過
損失法に代わって，自由空間で一定距離に送受信アン
テナを設置し，発信器からの電波を読み取り，同じ距
離でシールド空間の内部と外部に送受信アンテナを設
置してその差を測定する挿入損失法が最近良く使用さ
れている（図 11は，挿入損失法による電磁波シール

シグナルジェネレータ スペクトラムアナライザ

Tx（送信アンテナ） Rx（受信アンテナ）

同軸ケーブル 同軸ケーブル1,
50
0

2,000

シールド層

図 11　電磁波シールド性能測定システム（挿入損失法）

建築部位 施工法のポイント

外　壁
オフィスビルの外壁はカーテンウォール構造のものが多く採用されている．外壁の垂れ壁や腰壁の室内側に金属板
や金属メッシュなどの電磁波シールド材を壁面に取り付ける．

内　壁

鉄筋コンクリート造の間仕切り壁は，外壁同様金属板あるいは金属メッシュなどを取り付けてからその上に内装材
で仕上げる． 軽量鉄骨の軸組の上に石こうボードを貼る簡易間仕切り壁には下地の石こうボードにアルミなどの金
属箔を貼り，その上に内装材で仕上げる．

窓

建築の窓ガラスは一般的には単板のフロートガラスを使用する． このフロートガラスは電波（電磁波）をほとんど
透過させてしまうため， 窓ガラスを電磁波シールド性能を有するものに交換する必要がある． 複層ガラスを使用す
る場合にはガラスとガラスの中間の空気層側に導電性の薄膜を真空蒸着したものを用いる． 合わせガラスの場合に
は，ガラスとガラスとの間に電磁波シールドフィルム， 導電性メッシュを挟み込んだものを用いる．

扉

電磁波シールド性能のレベルによって扉回りの仕様が異なる． 高いシールド性能を要求される場合， 扉本体は鋼製
のものを使用し， 扉本体を電磁波シールド材とし電磁波の漏れを防ぐものとする． また， 扉本体と扉枠とのすき間
から電磁波が漏れるのを防ぐために，導電性ガスケット， 導電性フィンガなどを扉の四方枠に設置し， 扉の四周面
と接触させ導通を取るようにする．

床， 天井
鉄骨造などで床にデッキプレートを使用しているときには， これを電磁波シールド材として兼用する場合もある． 鉄骨ばり上に
乗るデッキプレートとはりとのすき間を金属メッシュなどで導通処理をしないと電磁波が漏れる原因となる可能性があるので
注意が必要である． デッキプレートを使用していない場合， 鉄筋コンクリート床の上に電磁波シールド材を貼ることになる．

接　地
電磁波シールド性能を十分に発揮させることと， 感電防止のために電磁波シールド空間には良好な接地を行うことが必
要である． 無線 LAN や PHS などの無線システムなどは， 内部で発生した電磁波がシールド層に入射し， シールド空間
全体を振動させて， 外部に電磁波を再放射するので， これを接地して大地に電磁波エネルギーを逃がす必要がある．

表 2　各建築部位における施工法のポイント例
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ド性能評価法の例）．
一般に官公庁では防衛省規格（NDS）を採用する
場合が多いが，その電磁波シールド工事の目的に応じ
て，計測ポイントなどについては施主に確認する必要
がある．内部の情報漏えいの防止を目的とした電磁波
シールド工事においては，内部から発信した電磁波が
人が立ち入ることのできる外部空間で傍受できるかど
うか，その受信レベルが所定の電磁波シールド性能に
よって低減されているのかどうかを確認することが重
要である．
（4）保守メンテナンス
電磁波シールドで用いられる材料は，そのほとんど
が経年劣化によって著しく性能が落ちるようなことは
考えにくい．しかしながら，例えば，開閉を行う扉
に，四方枠との電気的な接合のために導電性のあるガ
スケットを用いた場合，これが摩耗によって劣化する
可能性がある．また，施工中に十分な配慮があっても，
竣工後に電磁波シールド層を貫通するようなアンカー
工事やねじ打ちなどがテナント側などで行われる場合
がある．このため，確実に所定の電磁波シールド性能
が維持されているかどうか，1年に 1回程度の計測を
行うことを利用者に勧めている．

 4. む　す　び

　本稿では，電磁波セキュリティ対策法について建築
材料を用いたシールド技術で行う方法について述べ
た．電磁波シールド性能のレベルによってコストが著
しく違ってくる．先にも述べたが，目的が明確でない
まま電磁波シールド工事を実施すると，所望の電磁波
シールド性能が得られない可能性がある．そのために
も，情報セキュリティマネジメントをしっかりと行い，
守るべきものは何か？  を明確にしたい．
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 1. ま え が き

本稿では，国際電気標準会議 IEC の電磁両立性
（EMC：ElectroMagnetic Compatibility）に関する技術文
書の審議を行う TC77の下で，核爆発に伴う電磁妨害
の影響に対する技術的対策の必要性を意識し発足した
HEMP（High-altitude ElectroMagnetic Pulse；高高度電
磁パルス）及び HPEM（High Power ElectroMagnetic；
高強度電磁界，あるいは高電力電磁界と称する場合
もある）の影響に関する技術文書の審議を担当する
SC77C［1］ の発足以来の経緯を述べる．そして，これ
までに発行された文書と現在審議中の文書を簡単に紹
介し，それらの記述中で高出力な電磁波の試験法，技
術がどのような形で扱われているかを概観する．
さて，この IECは，正式名称を国際電気標準会議

（International Electrotechnical Commission）といい，各
国代表の標準化機関からなる国際標準化機関として，
電気・電子技術分野の国際規格作成を行う．日本工業
標準調査会によれば，2008年 5月時点で正会員・準
会員を合わせて 70か国が参加し，2007年末で 5,794

の規格文書発行の実績がある．傘下に 92の規格作成
専門委員会（TC），79の分科委員会  （SC）が各々の分
野で規格審議活動を展開している．このうち，図 1に
示すとおり，工業製品に関する電磁波の発生と耐性に
関する電磁両立性（EMC）について，水平規格を定め
る専門委員会としての TC77が設立されている．関連
の 3分科委員会，SC77A, SC77B 及び本稿で詳説する
SC77Cが設けられている．2章でも述べるように，こ
の 4委員会に対応する国内委員会が，電気学会に設け
られている．

 2. IEC/TC77/SC77C の活動と関係文書概観

　電磁両立性の水平規格を審議することを主たる任
務とする国際電気標準会議 TC77（国際委員長：東京
都市大学（前武蔵工業大学）徳田正満教授，日本委員
会委員長：東京大学大崎博之教授）の下に設けられて
いる三つの小委員会のうち，SC77Cは核爆発に伴う
電磁妨害の影響に対する技術的対策の必要性を意識し
て発足した HEMP及び HPEMの影響に関する技術文

高出力電磁波問題に関する
国際標準化動向
古関隆章	 Takafumi	Koseki	 東京大学大学院工学系研究科

木本　徹	 Akira	Konomoto	 IEC/TC77/SC77C	幹事（前委員長）

解説

IEC（国際電気標準会議）

TC77（EMC）

WG13（共通イミュニティ規格）

SC77A（低周波EMC）

SC77B（高周波EMC）

SC77C（高電磁界過渡現象）

TC81（雷保護）

TC101（静電気）

TC106（人体曝露に関する電磁
界測定装置及び測定方法）

その他

TC（専門委員会）

SC（小委員会）

図 1　 国際電気標準会議における電磁両立性（EMC）
に関する審議体制

小特集｜情報通信社会における電磁波セキュリティ問題
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解説
Reports and Comments

書の審議を担当している．この SC77Cは IEC-61000-

1-3に関する新提案を 1997年 9月に行ったことから
実質的審議活動を開始した．比較的限定された数の文
書審議であるため，現在，W. Radasky主査（米），R. 

Hoad幹事（英）の主導の下，1年に 2回程度の割合で
project meetingを開催し，文書の審議を行っている．
国内の審議体制としては古関隆章主査，木本　徹幹
事，市川孝博幹事を幹事グループとする国内委員会が
電気学会に設けられ，国際委員会からのドラフト送付
に応じ，日本意見をとりまとめる形で地道な審議活動
を行っている．JIS化などの積極的文書発行活動はこ
の 2～ 3年は行っていない．
これまでに SC77Cが策定し発行した文書は次のと
おりである．

2.1　一般文書 （表 1）

そもそも本委員会における審議活動の開始の動機
は，核実験に伴う意図せぬ強い電磁波放射が原因と見
られる民生用の電気電子機器の機能障害，損傷が見ら
れた経験から，それに対する適切な技術的取決めが必
要であるということにあった．この核爆発の高さによ
り，図 2に示す 20～ 50 kmの高さでの核爆発で発生
する電磁パルス（HEMP），低い位置における電磁パ
ルス発生への対策を議論するという，二つに分類し検
討を始めた．その後の検討経緯の中で，より影響の範
囲が大きく実際上重要性の高い，高高度での HEMP

の発生のみが，詳細な検討対象として残され，High- 

altitude Electromagnetic Pulse（HEMP）という英単語が
キーワードとして残った．それを日本語に訳す際にも，
様々な議論があった．憲法上戦争を永久に放棄してい

る中で，核爆発に伴う電磁パルス発生への対策という
審議活動では，我が国の検討としてはそぐわない．日
本語としての不自然さは否めなくても，できるだけ国
際用語に忠実な用語を当てるのが良い．これらの観点
から，SC77C国内委員会発足前の TC77国内委員会の
中での議論を経て，HEMPの訳語として，なじみの薄
い用語だが，この高高度電磁パルスという熟語を当て
ることにした．以下，高高度電磁パルスを HEMPと
略す．
後述の IEC-61000-5-8の記述の一例によれば，オハ
イオ州上空で，図 2のような核爆発があった場合，モン
トリオール，ニューヨーク，ワシントン，シカゴ，オ
マハ，ダラス，アトランタなどの主要都市を含む半径
170 kmの範囲が，1～ 50 kV/mの電界強度を持つ放射
性電磁界にさらされる．それが，市民生活の基盤であ
る電力供給，通信，金融，交通，緊急市民サービス，
水道，食糧供給などの機能に重要な電気・電子機器の
損傷，機能不全をもたらす可能性がある．特に電力系
統への応用による広い範囲の停電が最も大きな脅威に
なるとされている．
その後，冷戦の終結が世界的に意識され，地上にお
ける核実験も行われなくなっている中，核爆発に伴う
電磁パルスの脅威そのものは相対的にその重要性が下
がってきた．一方，雷に代表される自然に発生する電
磁パルスよりも時間的に速い，動作周波数領域の高
い大電力の人工的パルスの技術的検討，試験法，基
本的な対策を国際規格で定めておくことは依然重要
性が高い．このような観点から，当初の HEMPに加
え，高出力電磁波に当たる技術用語として High Power 

HPEM

線

20 ～ 50 
km上空放射

電磁界

地　球

γ 線γ

線γ

図 2　 高高度における核爆発とそれに伴う過渡電磁界
HEMPの広がり

タイトル 主　旨

IEC/TR-61000-3 Electromagnetic 
Compa t i b i l i t y ( EMC )  P a r t 1 - 3  
General-The Effects of high-altitude 
EMP(HEMP) on civil equipment and 
systems

IEC/TR-61000-5 Electromagnetic 
Compa t i b i l i t y ( EMC )  P a r t 1 - 5  
Genera l -H igh  power  e lec t ro -  
magnetic (HPEM) effects on civil 
systems

高高度電磁パルス
（HEMP）の民生設備・
システムへの影響（技
術報告書）

高強度電磁界（HPEM）
の民生設備・システム
への影響（技術報告書）

表1　HEMP及び HPEMに関する IECの一般文書
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ElectroMagnetic （HPEM） Field/ Waveという用語が，文
書のタイトルに登場するようになった．これについて
は，高電力電磁界という語が最も原語に近い日本語訳
になると思われるが，電力という表現は，電力系統な
ど民生部門の重要インフラで広く使われているので，
それとの混用・誤解を防ぐため，国内委員会で議論の
末，高強度電磁界という日本語を当てることに決めた．
また，湾岸戦争の後，人体あるいは機器に対する攻撃
として，意図的に強い電磁波を浴びせる技術が実際に
見られるようになり，その対策や取決めが必要である
という議論が米国を中心に起こった．これについては，
特に，2001年に全世界的衝撃を与えた 9.11テロ以降，
様々なテロ行為，人為的な社会への妨害行為から国や
市民生活を守る必要があるという問題意識とともに，
2003年ごろから意図的電磁妨害（I-EMI：Intentional 

ElectroMagnetic Interference）というキーワードが，米
国の政府関係の文書，IEEEにおける電磁環境関係の
会議などで見られるようになった．近年の SC77Cの
文書審議でもこの意図的電磁妨害という用語が重要な
キーワードになっている．これら SC77Cの扱う電磁
界を高電磁界過渡現象と総称し，国内技術文書でもこ
の用語が用いられている．

2.2　電磁環境について

電磁環境に関しては，表 2に示す文書が発行されて
いる．
既に述べたとおり，核爆発に伴う電磁パルスは高高
度と低高度に分類される．地上レベルで電磁パルス以
外の爆風，衝撃，熱，イオン化などの影響が見られな
い高高度電磁パルスが，民生機器への影響を考える際
に重要となる．IEC-61000-2-9, 10の文書は，各々，放
射性，伝導性の HEMP環境の共通的参照値を規定し，
被害を受けるであろう機器の性能を評価するための現
実的ストレスの選択を可能とする情報を与えている．
そして，IEC-61000-2-11はこれらHEMP環境の分類を，
更に IEC-61000-2-13は，より一般的な放射性，伝導
性の数種に分類される高強度電磁界 HPEMについて，
周波数，最大電界強度，減衰定数，帯域幅など，典型
的波形を例示しながら説明している．

2.3 　産業用・ 民生用機器への規制について
　     （該当文書なし）
これまでの経緯説明からわかるとおり， SC77Cの審
議対象となる電磁妨害の議論は，産業用・民生用機器
相互の影響ではなく，軍事あるいは別の目的で発生し
た人工的強電磁界をどのように試験・評価し，産業
用・民生用機器の機能障害を防ぐかという観点からな
されている．したがって，国際標準の文書だが具体的
規制よりは，試験や保護方法の指針，想定外の妨害を
どのように理解し，いかなる技術的対策をなすべき
か，参考にすべき数値及び関係する技術標準文書は何
か，を示す指針，あるいは技術的参考文書という性格
が強い．このため，具体的技術内容を含む文書は，国
際規格としてではなく，情報提供を主たる目的とす
る，TR： Technical Report；技術文書，TS：Technical 

Specification；技術仕様書の形で発行されるものが多
い．そこで，強制的に製品に制限を設けるという趣旨
の本小分類に入る文書はない．

2.4　測定法・試験法について

測定法・試験法は，国際標準関係の文書としては
実務的技術情報を含む最も重要な部分となる．この
ため，表 3に示すとおり，比較的数の多い文書が発
行されている．

タイトル 主　旨

IEC-61000-2-9 Electromagnetic 
c omp a t i b i l i t y ( EMC ) :  P a r t 2 :  
Environment-Section9: Description 
of HEMP environment-Radiated 
disturbance, Basic EMC publication

IEC-61000-2-10 Electromagnetic 
compat ibi l i ty (EMC) :  Part2-10:  
Environment-Description of HEMP 
environment-Conducted disturbance 

EMC 基本文書：HEMP
環境の記述：放射性
電磁妨害

EMC における HEMP
環境の記述：伝導性
電磁妨害

IEC-61000-2-11 Electromagnetic 
compat ibi l i ty (EMC) :  Part2-11:  
Environment-Classification of HEMP 
environments 

EMC における HEMP
環境の分類

IEC-61000-2-13 Electromagnetic 
compat ibi l i ty (EMC) :  Part2-13:  
E n v i r o nm e n t - H i g h - p o w e r  
electromagnetic (HPEM) environ- 
ments/Radiated and conducted 

EMC における高強度
電磁界環境：放射性
及び伝導性

表 2　IECの HEMP及び HPEM電磁環境に関する文書
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前述のとおり，SC77Cにおける主要な目的は，軍
事など別の目的で放射された電磁界に対する産業用・
民生用電気電子機器の保護と機能の維持のための適切
な技術情報を与えることにあるので，産業用・民生用
機器のイミュニティが特に重要である．そこで，以下
に，上記の中でこのイミュニティについて扱っている
IEC-61000-4-25の概要を見てみよう．

IEC-61000-4-25の概要
この文書は，高度電磁パルス HEMPにさらされる
電気電子設備や装置の試験レベル及び関係する試験方
法を述べている．これは対象機器が HEMP及びそれ
により誘導される電磁妨害にさらされたときのイミュ
ニティを示すためのものである．本規格で定める放射
性妨害に対するイミュニティ試験は，小さな試験設備
で行うものと大形 HEMPシミュレータを用いて行う
ものの双方がある．IEC-61000シリーズとして主とし
て定めるのは試験室におけるイミュニティ試験だが，
最終的使用場所に設置して行う現場試験も本文書では

同様に定める．この確認試験は基本的に試験室の試験
の仕様と同じものだが，気象環境条件が現場の試験で
は異なる点になる．
この文書では，HEMPにさらされた電気電子機器の

電源線，アンテナ，入出力信号線，制御用の線におけ
る過渡現象について，共通性，再現性がある基礎的評
価方法を確立することを目的としている．放射性妨害
に対するイミュニティ試験は，電気電子機器が核爆発
に伴う放射性高度電磁パルスにさらされてもその機能
を維持できることを示すために行うものである．
伝導性妨害に対するイミュニティ試験も基本的考え
方は同じである．伝導性 HEMP過渡現象は，機器に接
続しているケーブルやワイヤに生じる電圧・電流のパ
ルス波であり，電源線や通信線における誘導は HEMP

過渡現象において最も深刻な妨害となる．更に，試験
にかかわる作業者の健康と安全のために，有害な影響
を持つ高い電圧に対する注意が必要であると書かれて
いる（実はこの点は実務上最も重要と考えられるが，
文書の中ではごく簡単に触れられているのみである）．
本文書の本文に当たる 5章には，妨害強度とイ

ミュニティ試験のレベルについての詳しい記述があ
る．この検討対象の電子機器は，小形の電話，計算
機などから，工場の操作盤などより大形のシステム
までが考えられる．電子機器の多くは 1 mで囲まれる
立方体の中に収まるものが多いため，多くの場合は
試験室での HEMPシミュレータや TEM（Transverse 

ElectroMagnetic）セルなどの設備を用いた室内試験が
可能である．一方，HEMPあるいは一般的に EMCに
かかわる問題では，対象の物理的な大きさが重要な要
素になる．HEMPに関しては大形の試験対象もあるた
め ,世界に数個の大形の HEMPシミュレータが存在
する（前述の IEC-61000-4-32, IEC-61000-4-35などに，
各国のこれら大形試験設備に関する情報がまとめられ
ている）．本文書 5.3節には試験強度レベルについて
の説明がなされているが，その具体的根拠は付属文書
Aで解説されている．5.4節で放射性妨害の試験方法
を詳述している．電磁妨害の強度のレベルと保護素子
による脅威の低減の量的関係は付属文書に詳述されて
いるが，本節の表に R1から R7, RX（この Xは特記
する試験レベルを示す例外を表す記号のようである）
の試験レベルと電圧最大値との関係が具体的に記述さ

タイトル 主　旨

IEC-61000-4-23 Electromagnetic 
compatibility(EMC) Part4-23: Testing 
and measurement techniques- test 
methods for protective devices for 
HEMP and other radiated disturbance

HEMP その他の放射性
妨害の保護素子の試
験・測定法

IEC-61000-4-24 Electromagnetic 
compatibility(EMC) Part4: Testing and 
measurement techniques- Section 24:  
Test methods for protective devices 
for HEMP conducted disturbance-Basic 
EMC publication

基本 EMC 文書：HEMP
に誘導された伝導性妨
害の保護素子の試験・
測定法

IEC-61000-4-25 Electromagnetic 
compatibility(EMC) Part4-25: Testing 
and measurement techniques- HEMP 
immunity test methods for equipment 
and systems

設備及びシステムの
ための HEMP イミュ
ニティ試験法

IEC-61000-4-32 Electromagnetic 
compatibility(EMC) Part4-32: Testing 
and measurement techniques- High- 
altitude electromagnetic pulse (HEMP) 
simulator compendium

試験及び測定の方法：
HEMP シミュレータ
概論

IEC-61000-4-33 Electromagnetic 
compatibility(EMC) Part4-33: Testing 
and  measu rement  t e chn iques -
Measurement methods for  high-
power transient phenomena

試験及び測定の方法：
高強度電磁過渡現象
の測定法

表 3�　�IECの HEMP及び HPEM関係の測定法，試験法に
関する文書
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れている．5.2節の放射性イミュニティ試験の仕様と
しては，パルス波形の立上り，パルス幅の時間，周波
数特性が図を用いて与えられている．そして，小形の
放射試験設備を用いる場合と，大形の HEMPシミュ
レータを用いる場合の試験方法とその相違を節ごと
に分けて述べている．大形の HEMPシミュレータは，
TypeⅠ と，パルスの立上り時間が長い Type Ⅱ に分
類されており，TypeⅡ のシミュレータを用いる場合
には時間的な要素を補正するため事前の予備検討が必
要とされている．これに続く 5.5節では，伝導性イミュ
ニティ試験が解説されている．

HEMPイミュニティ試験のために新たに必要とな
る波形発生器などの試験機材数を最少限とする配慮か
ら，5章 5.2節では，上述の各 HEMP試験と，既発行
文書で規定されている試験波形や方法との関係を表で
明示している．更に，6章で，各試験レベルに対応す
る試験に必要となる設備仕様を，6.1節「放射性妨害
の試験」，6.2節「伝導性妨害試験」に分けてまとめて
いる．7章では，試験設備の設定，組合せの方法を解
説している．8章では，試験の条件整備から試験実施
に至る作業手順を説明している．
そして，9章では，試験結果のとりまとめ方法，記

録として，何の情報を記すべきかの指針を具体的に示
している．一方，受渡試験においては，製品規格制定
者が本文書で記述されている個別の内容を製品の実情
に即して適宜修正して用いてよいと記されている．

2.5　実装及び緩和法の指針について

遮へいや保護素子など，高高度電磁パルスや高強度
電磁界の悪影響から，いかにして民生・産業機器を守
るかという技術情報は表 4に示す一連の文書の中で記
述されている．
上記の中で，民生品のイミュニティを取り上げてい
るのは IEC 61000-5-4である．前節と同様その内容を
見てみる．

IEC 61000-5-4の概要
この文書は，現在及び将来における製造者と使用者間
の協調を図るため，高度電磁パルスHEMPに対する保護
デバイス仕様の規定方法を述べている（性能要求につい
ては別文書で将来定めるとしている）．
本論に当たる放射性妨害に対する保護デバイスの仕

様について述べた 4章では，一般的要求として，電気
的要求条件，機械的要求条件，環境要求条件の三つが
あるとしているが，この文書の記述の大部分は主とし
て電気的な要求条件を詳細に述べたものである．遮へ
い材料の減衰レベルは Eと Hで定められ，10 kHz～
1 GHzの間の周波数を持つ平面波で規定する．ガス
ケット材料（柔軟な材質の表面に張られるアルミ箔な
どの薄い導電性金属）についてもほぼ同じ情報で規定
するが，これに加えて直流抵抗値も規定する．また遮
へいケーブルについては，10 kHz～ 100 MHzの間の
伝達インピーダンスと必要ならば伝達アドミタンスの
値が要求される．
その章の後半部分では，4.3節の仕様の記述におい

て，遮へい材，ガスケットの減衰の周波数特性の例，
モニタ用の窓の大きさと遮へい効果劣化の関係の周波
数特性例，遮へいケーブルの伝搬インピーダンス周波
数特性の測定例，計算例が七つの図で具体的に示され

タイトル 主　旨

IEC/TR61000-5-3 Electromagnetic 
Compa t i b i l i t y ( EMC ) - P a r t  5 - 3 :  
Installation and mitigation guidelines- 
HEMP protection concepts

実装と緩和のための
指針：HEMP 保護の
考え方，一般技術報
告書

IEC/TS61000-5-4 Electromagnetic 
c ompa t i b i l i t y ( EMC ) - P a r t  5 - 4 :  
Installation and mitigation guidelines- 
Sec t ion  4 :  Immuni ty  to  HEMP-  
Specification for protective devices 
against HEMP radiated disturbance, 
Basic EMC Publication

実装と緩和のための
指針：HEMP に対する
イミュニティー HEMP
放射性妨害の保護素
子のための仕様

IEC61000-5 -5  E lec t romagnet i c  
c ompa t i b i l i t y ( EMC )  P a r t  5 - 5 :  
Installation and mitigation guidelines- 
Part 5: Installation and mitigation 
guidelines- Section 5: Specification of 
p r o t e c t i v e  d e v i c e s  f o r  H EMP  
conducted disturbance- Basic EMC 
Publication

実装と緩和のための
指針：HEMP 伝導性
妨害の保護素子のた
めの仕様

IEC61000-5-6 :  Ins ta l l a t ion  and  
mitigation guideline-Mitigation of 
external EM influence

実装と緩和のための
指針：外部からの電
磁的影響の低減

IEC/TR-61000-5-7: Installation and 
mitigation guidel ine- Degree of  
protection provided by enclosures 
against electromagnetic disturbances
(EM code)

実装と緩和のための
指針：電磁妨害に対
する遮へいきょう体
により与えられる保
護の程度

表 4　IECの HEMP及び HPEM関係の実装及び緩和法の指針
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ている．更に付属文書において，遮へい効果の周波数
特性の記述や伝達特性の記述に関する一般的理論を数
式を用いて解説している．

2.6　そのほかの一般規格について

上述の各種文書に加え，表 5の屋内設備のイミュニ
ティに関する一般規格が発行されている．

IEC 61000-6-6の概要
本文書は核爆発による高度電磁パルス HEMP環境

にさらされる屋内電気電子設備に関する指針としての
一般国際規格で，放射性妨害，伝導性妨害の二つに分
けて記述されている．HEMPによるサージは，雷サー
ジに比べて時間的に速い現象であるため，雷保護に
より HEMPイミュニティが保証されるわけではない．
一方，雷保護は HEMPの過電圧の軽減には有用なの
で，雷保護を行うことは推奨される．1.2/50 sの雷保
護に加えて速いサージに対するイミュニティがこの規
格で要求される．一方， IEC-61000-2にある産業用機
器の速いサージに対するイミュニティレベルが満たさ
れていれば，本規格の要求は十分満たされる．本文最
初の 5章では，性能条件として，一般的な機能上の規
準を定めている．一般的機能レベルとして
（1 ） 機能レベル A：通常動作レベル：故障・機能低
下が全く見られないレベル．

（2 ）機能レベル B：自己復旧可能な一時的機能低下
が生じるレベル： 試験時の一時的な性能の低下は
許されるが，動作状態の変化，蓄積しているデー
タの変化は生じてはならない．

（3 ） 機能レベル C：回復可能な機能低下が生じるレ
ベル：試験後の操作，確認において機能回復が可
能なレベル．蓄積データに変化があってはならな
い．6章では試験の間の条件を規定している．動
作領域の温度，湿度 ,気圧，印加電圧など，製品
に対して定められた条件範囲で試験を行う．9章

でイミュニティ試験の要求条件を定めている．こ
の章に記載されている，各ポートに対応する試験
波形の条件を具体的に示した八つの表が，本文書
で最も重要な技術的内容を示している．

2.7　審議中の文書

更に，3章で紹介する三つの現在審議中の文書があ
る．既に，Committee Draftの回付と，関係各国の国
内委員会による投票が終了し，本年中の発行を目指し，
最終的な文書審議・編集作業が行われている．

 3. HEMP及び HPEM に関する
 文書審議状況最新情報

現在，近日中の発行を目標に編纂が進められている
のは以下の三つの文書である．SC77Cの既発行文書
は，これまでの記述からも分かるとおり，その発足経
緯から見て自然な形として HEMPに関するものがほ
とんどであった．一方のキーワードである HPEMは，
2.1節でも述べたように，最近の 3～ 4年，意図的電
磁妨害という新たな脅威がキーワードとして重要視さ
れるに至り，具体的記述が下記の新しい文書に散見さ
れるようになっている．
（1 ）IEC-61000-4-35 High Power Electromagnetic 

Simulator Compendium：Technical Report；高強
度電磁界シミュレータ概論（試験法に関する技術
文書）：この文書は，前述のとおり 2003年くらい
からの意図的電磁妨害に対する関心の高まりを受
け，プロジェクト名を Intentional ElectroMagnetic 

Interference （I-EMI） Simulator Compendium 意図的
電磁妨害シミュレータ概論として発足した．米
国，英国，スウェーデン，ドイツ，フランスの持
つイミュニティ試験用の大形電磁パルス発生装置
の情報を集め，ドイツの主査が中心になり審議を
進めた．その過程で意図的電磁妨害シミュレータ
という表題の問題点指摘がなされたのか，2008

年末の投票文書では High Power ElectroMagnetic 

Simulator Compendium；高強度電磁界シミュレー
タ概論と文書名が変更された．

（2 ）IEC 61000-5-8 HEMP protection methods for 

the distributed civil infrastructure：Technical 

タイトル 主　旨

IEC61000-6 -6  E lec t romagnet i c  
compatibility(EMC)- Part 6-6: Generic 
Standards-HEMP immunity for indoor 
equipment

屋内設備ための HEMP
イミュニティに関する
指針

表 5　IECの HEMP及び HPEM関係のそのほかの一般規格
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Specification；実装及び緩和の指針の技術仕様書：
民生用分布インフラストラクチャのための高度電
磁パルスからの保護方法：これは，米国における
意図的電磁妨害の脅威への対策の提案文書を基盤
に，米国のW. Radasky主査自身が編纂の中心と
なった文書である．民生用電気電子設備の相互依
存性や，HEMP環境の下で，影響の及ぶ範囲の具
体的一例として，2章でも紹介したオハイオ州上
空での核爆発想定例が示されている．そして，前
期，中期，後期の伝導性妨害として HEMPが機
器の外部導体に及ぼす作用の一般論，雷や磁気あ
らしなどの自然の電磁現象と HEMP環境との比
較，その議論に基づく民生用インフラ保護の考え
方を解説している．

（3 ）IEC 61000-5-9 System-level susceptibility 

assessments for HEMP and HPEM：Technical 

Specification；実装及び緩和の指針の技術仕様書：
高度電磁パルス及び高強度電磁界のためのシステ
ムレベル感受性の評価：英国の主査がまとめた参
考技術情報としてのグラフや数式を数多く含む
60ページ以上にわたる文書．記述が教科書的で
IEC文書としてふさわしくないとの日本国内での
批判もあったが，susceptibilityの定義，システム
からコンポーネントまでの階層的な概念の定義，
全体的なアセスメントの方法のフローチャート，
各試験局面の詳細な記述，波形の周波数特性分析
の例や伝達特性の計算法の解説など，具体的技術
情報が豊富な文書となっている．

これら三文書の最終形は 2009年 9月 21日の週にフ
ランスのリヨン市で開催される IEC/TC77関係の公式
会合に併催される SC77Cプロジェクト会合で各国の
エキスパートに開示される予定である．

 4. む　す　び

本稿では，HEMP及び高強度電磁界に関する EMC

を扱っている SC77Cの発足以来の文書全般を概観し，
その中で，イミュニティの問題を中心に扱っている
61000-1-5, 61000-4-25及び 61000-6-6 の三文書と，最
近の文書審議動向を概説した．本稿の記述は，許可な

く IEC標準文書の数値や図を転載できないという著
作権の制約と著者らの非力から表面的な記述にとど
まった．具体的技術内容は，直接関係文書の記述に当
たり活用して頂きたい．
本解説の執筆に当たり，本稿に目を通して専門的な

観点からの貴重な御意見と，図表を御提供くださり，
丁寧な御支援を頂きました御校閲者及び NTT環境エネ
ルギー研究所の馬杉正男氏に厚く御礼申し上げます．

 文　献

 ［1］ IECホームページ SC77Cの概要説明， http://www.iec.

ch/dyn/www/f?p=102:7:0::::FSP_ORG_ID:1387

 ［2］ IEC文書，61000-4-25 Electromagnetic compatibility 

(EMC) Part 4-25: Testing and measurement 

techniques- HEMP immunity test methods for 

equipment and systems.

 ［3］ IEC 文 書，TS 61000-5-4 Electromagnetic compati- 

bility (EMC) Part 5-4: Installation and mitigation 

guidelines- Section 4: Immunity to HEMP-

Specification for protective devices against HEMP 

radiated disturbance, Basic EMC Publication.

 ［4］ IEC 文 書，61000-6-6 Electromagnetic compatibility 

(EMC)- Part 6-6: Generic Standards- HEMP 

immunity for indoor equipment.

古関隆章
平 4東大大学院工学系研究科電気工
学専攻博士課程了，博士（工学）．現在，
東大大学院工学系研究科電気系工学
専攻准教授．リニアモータ，電気鉄
道，磁気浮上など，電気工学・制御
工学の産業応用の研究に従事．平 15
～ IEC/TC77/SC77C 国内委員長，現
在に至る．電気学会，日本機械学会，

日本AEM学会，精密工学会，日本鉄道電気技術協会，IEEE，
VDI の会員．

木本　徹
昭 24 久留米工専機械科精密機械分
科卒．（株）日立製作所家電開発部長
を経て昭 58～ 62まで電波技術審議
会専門委員，CISPR 国内委員会委員，
昭62から電磁ノイズ対策のコンサル
タントとして TUVジュードジャパン
（東京）などで電磁ノイズ対策，平9～
IEC/TC77/SC77C 国内委員会委員長と

して，その設立，文書審議及び関連国際規格の JIS 化に尽力，
平15～ TC77/SC77C幹事，現在に至る．
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第 4回通信ソサイエティ論文賞
受賞論文

　通信ソサイエティでは，毎年，和文論文誌・英文論文誌に掲載された論文を対象に，各編集委員
会にて厳正なる審査過程を経て優秀論文を選定し，これに通信ソサイエティ論文賞を贈呈しています．
今年度からは，和文マガジンに掲載された論文に対しても論文賞を選定することとし，以下の論文賞
受賞論文を選定致しました．なお，通ソ論文賞の贈呈は，9月のソサイエティ大会にて行う予定です．

優秀論文賞（2編）
形状の異なる直線偏波素子を組み合わせた円偏波パッチアンテナ
　野呂崇徳，風間保裕，高橋応明，伊藤公一

相関のある細矢のM分布に従う 2変量の結合確率分布
　真鍋武嗣，中條　渉

チュートリアル論文賞（2編）
波面と鏡面
　牧野　滋，片木孝至

多様なサービスを支える SINET3 の詳細ネットワーク設計
　漆谷重雄，松方　純，阿部俊二，計　宇生，福田健介，鯉渕道紘，中村素典，山田茂樹

Best Paper Award （4編）
A Unifi ed Handover Management Scheme Based on Frame Retransmissions for TCP over WLANs
　Kazuya TSUKAMOTO, Shigeru KASHIHARA, and Yuji OIE

A Variable Phase Shifter Using a Movable Waffl e Iron Metal Plate and Its Applications to 
Phased Array Antennas
　Hideki KIRINO, Koichi OGAWA , and Takeshi OHNO

A Method for Converting Amplitude Probability Distribution of Disturbance from One 
Measurement Frequency to Another
　Yasushi MATSUMOTO, Kaoru GOTOH, and Takashi SHINOZUKA

MIMO-OFDM Precoding Technique for Minimizing BER Upper Bound of MLD
　Boonsarn PITAKDUMRONGKIJA, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI, and Takashi HAGIWARA

Best Letter Award （2編）
Fabrication of Alternating-Phase Fed Single-Layer Slotted Waveguide Arrays Using Plastic 
Materials with Metal-Plating
　Miao ZHANG, Jiro HIROKAWA, and Makoto ANDO

Effect of Heterogeneity of Tissues on RF Energy Absorption in the Brain for Exposure 
Assessment in Epidemiological Studies on Mobile Phone Use and Brain Tumors
　Nadege VARSIER, Kanako WAKE, Masao TAKI, and Soichi WATANABE

Best Tutorial Paper Award （該当なし）

マガジン論文賞 （2編）
技術試験衛星Ⅷ型「きく 8号」の開発と運用
　高畑博樹

RFIDタグ用アンテナ技術
　高橋応明

和文論文誌

英文論文誌

Vol.J91-B  No.5
pp.595-604

Vol.J91-B  No.11 
pp.1469-1476

Vol.J91-B  No.9
pp.916-925

Vol.J91-B  No.10
pp.1136-1146

Vol.E91-B  No.4  
pp.1034-1046

マ ガ ジ ン

Vol.E91-B  No.6
  pp.1773-1782

Vol.E91-B  No.6
  pp.2010-2019

Vol.E91-B  No.7
  pp.2287-2298

Vol.E91-B  No.8
  pp.2761-2763

Vol.E91-B  No.11  
pp.3792-3795

2007年冬号（No.3）2007年冬号（No.3）
　pp.64-78　pp.64-78

2008年冬号（No.7）2008年冬号（No.7）
　pp.51-58　pp.51-58
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データを分散して送っており，誤り訂正によって正しい情報を復
元することが可能です．このように，OFDMはマルチパスに強い
方式といわれており，地上デジタルテレビ放送は，アナログテレビ
放送よりも伝送品質が良くなっています．
現在は，アナログテレビ放送と地上デジタルテレビ放送が同

時に放送されていますが，2011年 7月24日までにアナログテレ
ビ放送は終了し，地上デジタルテレビ放送に完全に移行します．

 なぜワンセグというのか？

それでは，なぜ携帯端末向けサービスをワンセグと呼ぶので
しょうか？
地上デジタルテレビ放送は，UHF帯（470～770 MHz）を使

用し，1チャネル分の帯域幅 6 MHzを 14等分した約 428 kHz

を1ブロックとして，13ブロックを放送に，残り1ブロックを隣接チャ
ネルとの混信を防ぐガードバンドに使用しています．このブロック
一つ一つをセグメントと呼んでおり，図 2に示すように，13セグメン
トのうち，中央の 1セグメントは特別な扱いができるようになってお
り，13セグメントで放送をしていても，この 1セグメントだけを受信
することが可能になっています．この 1セグメントを使ったサービス
がワンセグであり，まさにワンセグと呼ばれるゆえんです．
また，各セグメントではキャリヤの変調方式や誤り訂正の符号
化率などの伝送パラメータを設定することが可能で，ワンセグの
伝送セグメントに対して，12セグメントのそれよりも伝送的に強い

 まえがき

今や携帯電話の加入者数は 1億人を超え，携帯電話は生
活必需品になりました．最近の携帯電話の多くはワンセグにも対
応しており，2009年 1月の時点でワンセグ対応携帯電話の出
荷累計台数は 5,000万台を超え［1］， メールやカメラと同様にワン
セグが当たり前の機能となっています．皆さんはこのワンセグがど
のようなしくみになっているかご存じですか？　また，どんなサービ
スが行われているか御覧になったことはありますか？  2006年 4

月1日の開始から3年経った現在では，当初は行えなかったワン
セグの新たなサービスの取組みも行われており，家で見ていたテ
レビが単に外で見られるだけのサービスではなくなりつつあります．
本稿では，ワンセグのしくみと，現在行われているワンセグの

様 な々サービスについて簡単に紹介してみたいと思います．

 地上デジタルテレビ放送とは

ワンセグのしくみを説明する前に，そもそもワンセグがその一部
を使った携帯端末向けサービスであるところの，地上デジタルテ
レビ放送とは何かについて説明します．地上デジタルテレビ放送
は，従来のアナログ方式と比べて，より高品質な映像と音声を
受信することができる新たな放送です．図 1に示すとおり，主な
特徴は，ハイビジョンによる高画質化，データ放送などの高機能化，
ゴースト・耐妨害・移動受信対応といった高信頼性，単一周
波数ネットワークによる周波数の有効利用などです．その一つの
例として，ワンセグによる携帯端末向けサービスも挙げられます．
地上デジタルテレビ放送のディジタル変調方式としては，OFDM

（直交周波数分割多重）変調が用いられています．変調とは，
伝達したい情報に従って，それを伝えるための基本信号（キャ
リヤ）をある規則に従って変化させることをいいます．OFDM

方式は，多数のキャリヤをそれぞれ独立にディジタル変調したも
のを合成して伝送する方式です．放送波の伝搬で，送信され
た電波が建物や地形の影響により反射・回折し，複数（マルチ）
の経路（パス）を通って受信されることをマルチパスといいます．
このマルチパスによって電波が相互に干渉し合い，幾つかのキャ
リヤの情報が間違ってしまっても，OFDMでは多数のキャリヤに

ワンセグのしくみ 独立行政法人 情報通信研究機構  大槻一博＊

図 1　地上デジタルテレビ放送の特徴

＊ 現在，日本放送協会より出向中．
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パラメータを設定することで，ワンセグをより移動受信に強い方式
として伝送することが可能になっています．
このように一つのチャネルでハイビジョンを前提とした固定受
信向け放送と同時に伝送でき，しかも移動受信に強い方式で
伝送できるのがワンセグの特徴です．

 ワンセグのサービス

次に，ワンセグのサービスを以下に幾つか御紹介します．
・移動中でも受信可能なデジタルテレビ放送サービス
ワンセグの一番特徴的なサービスは，やはり移動中でもデジタ

ルテレビ放送が受信可能ということです．映像，音声はもちろん
のこと，データ放送や字幕の表示も可能なサービスです．図 3に
提示イメージを示します．対応端末も携帯電話だけでなく，ゲー
ム機や電子手帳，カーナビなど様 な々携帯端末で受信が可能に
なっています．
・�通信機能を使用したデータ放送などの放送通信連携サービス
ワンセグは固定受信機向けの放送に比べて伝送帯域が狭

く，文字や簡易な画像を中心とした限られたデータコンテンツし
か伝送できません．一方で，携帯電話のように最初から通信機
能を備えた受信端末を前提とできるため，番組に対する反応を
通信で収集したり，通信サーバ側に用意した様々な高品質な

コンテンツと放送コンテンツを連携させたりすることで，放送の狭
い伝送帯域では伝送できない表現力豊かでリッチなデータコン
テンツを提供することが可能となっています．
・エリア限定ワンセグサービス
人が集まる場所や時間帯に対して，デジタルテレビ放送用周

波数帯域の未使用チャネルを使用して一斉に情報配信を行う
サービスです．半径数百 m程度の限られたエリアで独自編成
のワンセグを流すもので，地域に密着したコンテンツを配信でき
る特徴を持ち，地域情報やイベント案内などの新しい情報伝達
ツールとして期待されています．
・ワンセグ独自番組の開始

2008年 4月1日改正放送法の施行により，これまでのサイマ
ル（同時）放送の義務化が解かれ，ワンセグ独自の放送が可
能となりました．それを受けて，試合開始前から放送を開始して
試合を盛り上げるテレビ朝日での独自サッカー番組や，5～15分
で見られる独自番組を放送するNHKのワンセグ 2などの取組
みが開始されています．今後，携帯端末向け放送に適した様々
なコンテンツの放送が期待されます．
・緊急警報放送への対応検討
緊急警報放送（EWS: Emergency Warning System）とは，

地震など大規模災害が発生した場合や，津波警報が発令され
た場合などに，待機状態にある受信機のスイッチを自動的にオン
にして行われる放送のことをいいます．ワンセグにおいてもこの
緊急警報放送によって受信端末を自動起動させようという検討
が行われています［2］．多くの人が持ち歩く携帯端末に，一刻
も早く緊急事態を知らせる非常に重要なサービスであり，対応
受信機の開発が待たれるところです．

 む　す　び

現在では非常に身近になったワンセグについて，そのしくみと
サービスをとても簡単に御紹介しました．これを機会に少しでも多
くの方がワンセグに興味を持って御覧頂けるようになるとうれしく
思います．ワンセグに含まれる映像・音声・データについての詳
細な技術に関してはまたの機会に御紹介できればと思います．

 文　献

［1］  JEITA 統計資料，地上デジタル放送受信機国内出
荷実績，2009-02, http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/
digital/2009/pdf/200902digital.pdf

［2］  田口　誠，濱住啓之，伊藤泰宏，渋谷一彦，“緊
急警報放送によるワンセグ端末の自動起動の検
討，”信学技報，EMCJ 2006-120, March 2007.

［3］  インプレス標準教科書シリーズ，1セグ放送教科
書，2005-06.

携帯端末 固定受信機
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図 2　セグメントの構成
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ションも開催された．
本稿では，本会議の様子について，会議に出席され
た 6名の専門家の方々に，各技術分野の動向や会場の
状況，将来展望などを御報告頂く．

統計情報
●参加者：約 9,500名 
●セッション数：

	 ・ テクニカルセッション：93  （OFC/NFOEC：78/15

セッション）
 ・招待講演：94件
 ・チュートリアル講演：20件
  ・ポスターセッション：2

 ・パネルセッション：3（NFOECのみ）
 ・ランプセッション
 ・ポストデッドラインセッション
●一般論文数：622件
　（口頭発表：440件，ポスター：182件）
●一般論文採択率：56% 
●ポストデッドライン論文数：37件
●ポストデッドライン論文採択率：40%
●ワークショップ：13タイトル
●ショートコース：47コース
●展示数：約 550機関
●パネルディスカッション：7セッション
   （Market Watch, Service Provider Summit）

会議概況

会議初日，2日目前半は，ショートコースとワー
クショップが企画され，会議 2日目後半から 4日間
にわたってテクニカルセッションや基調講演，ポス

IEEE Communications Society，IEEE Photonics Society

と Optical Society of America（OSA）が共催する国際会議 

Optical Fiber Communication Conference and Exposition and 

National Fiber Optic Engineers Conference（OFC/NFOEC）が，
2009年 3月 22日から 3月 26日までの 5日間，米国・
カリフォルニア州サンディエゴのサンディエゴコン
ベンションセンタ（写真）にて開催された．本会議は，
光関連の世界最大の国際会議であり，例年約 10,000名
の来訪者が訪れ，技術ディスカッション並びに展示会
が催される．扱う分野は，光ファイバや光伝送，光デ
バイス，光信号処理，光ネットワークなど光関連全般
にわたっており，本年も連日約 10のテクニカルセッ
ションが並行して開催され，学術的な発表・議論が行
われた．また，基調講演やワークショップ，ポスター
セッション，パネル討論なども開催された．更に，展
示会では，ビジネス的な要素を含むパネルディスカッ

（株）KDDI研究所 釣谷剛宏

 概況報告

Optical Fiber Communication Conference and Exposition （OFC） 
and National Fiber Optic Engineers Conference （NFOEC）: 
OFC/NFOEC 2009  

国際会議報告
B-plus では会員の方々に関係する国際会議について，会議の一般的な概要報告ではなく，会議に見る研究・技術開発のト
レンド，諸外国・諸機関の動向，今後の展望などを，執筆者の個人的な見解を含めて提供します．会員の方々にとって，
新しい分野・異分野へのチャレンジあるいは学際領域との交流などの参考にして頂ければ幸いです．	 					（編集委員会）
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International Conference Reports

ターセッション，各種講演，ポストデッドラインセッ
ションが行われた．また，会議 3日目から展示会が開
催され，展示会場ではサービスプロバイダやシステム
コンポーネントベンダ参加のパネルディスカッション
が開催された．
本会議は，以下に示す 12の技術テーマに大分類さ
れ，それぞれのテーマにおいて，6～ 10のテクニカ
ルセッションが開催された．
なお，OFCは，長期的な研究開発に関する技術論

文を，NFOECは，短中期的な研究開発及びトライア
ルに関する技術論文を取り扱っている．
－ OFC A: Fibers and Optical Propagation Effects

－ 	OFC B: Fiber and Waveguide Based Devices:

       Amplifiers, Lasers, Sensors and Performance 

Monitors

－ 	OFC C:  Optical Devices for Switching, Filtering, and 

Signal Compensation

－ OFC D: Optoelectronic Devices

－ OFC E: Digital Transmission Systems

－ 	OFC F:  Transmission Subsystems and Network 

Elements

－ OFC G: Optical Processing and Analog Subsystems

－ OFC H: Core Networks

－ OFC I : Access Networks

－ 	OFC J :   Network Experiments and Non-Telecom 

Applications

－ NFOEC 1: Optical Networks and Services

－ NFOEC 2: Network Technologies

各技術テーマの発表件数を見ると，多い順にOFC G 

の Optical Processing and Analog Subsystems，続い
て OFC I の Access Network，OFC D の Optoelectronic 

Devicesであった．また，会場では，100 Gbit/s伝送に
向けたコヒーレント受信技術や各種変調方式（特に光
OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing））
に関する OFC E及び Fのセッションが，テーマ別に
見ると特に盛況であった．国別の採択発表数（招待講
演・チュートリアル講演も含む）では，日本は米国に
次いで 2位であり（以下，ドイツ，中国，英国と続く），
全体の約 20%（米国は 30%強）と本会議・分野への貢
献度は例年どおり大きかった．
なお，各技術分野の動向や注目すべき発表について

は，各分野の専門家の方々による以降の報告記事を参
照頂きたい．次回は，2010年 3月 21日～ 25日，米
国，サンディエゴ（本年同様，サンディエゴコンベン
ションセンタ）にて開催される．

　

光ファイバ，及び光ファイバを用いた応用技術分野
に関連して，二つのワークショップを含む 14のセッ
ションが開催された．これらのセッションで微細構造
ファイバ（19件），伝送路用ファイバ（9件）を中心に，
光増幅用ファイバ（10件），高非線形ファイバ（5件）な
どを含む合計 84件の発表が行われた．伝送路用ファ
イバに関しては，近年発表件数が減少傾向にあった
が，昨年ごろから低曲げ損失ファイバを中心に活気
を戻しつつあり，本会議でもその性能向上（小曲げ径
対応）に関する報告が目立った．微細構造ファイバは，
高非線形性や分散制御性など様々な機能を実現でき
ることから，幅広い分野への適用が検討されており，
本会議においても，ファイバ関連論文の中心となっ
ている．高非線形ファイバ（HNLF：Highly Non-Linear 

Fiber）に関する報告では，近年ファイバ自体の報告は
少なくなっているが，応用検討は依然として数多く報
告されており，引き続き注目の高い分野である．また，
近年ファイバ特性及び特殊ファイバの測定法に関する
論文が増えてきていることも特徴的なトレンドと考え
られる．
以下，分野別に主な報告について紹介する．
伝送路用ファイバに関するワークショップでは

“Fibers for FTTX”という表題にて，FTTH（Fiber To The 

Home）に適したファイバに関する報告，討論が行われ
た．低曲げ損失ファイバとして，Corning，OFS，Draka

からそれぞれ nanoStructure［1］，Resonant-assisted［2］，
Trench Fiber［3］に関して報告された．取組み方は三者
三様だが，いずれも ITU-T G.657を更に超える小曲げ半
径が必要となるとの見解による報告であった．そのほ
か，ファイバ線路の監視用途として，ブリユアン周波
数シフトファイバを用いた監視システムが，NTTか
ら提案された［4］．住友電工からは，挿入損を低減し

古河電工株式会社 高橋正典
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つつ，高 FOM（Figure of Merit），残留分散抑制を実
現した DCF（Dispersion Compensating Fiber）が報告さ
れた［5］．Cバンド全域において 80 km SSMF（Standard 

Single-Mode Fiber），120 km SSMF用モジュールでそ
れぞれ挿入損 3.9 dB，5.5 dB以下を実現し，450 ps/

（nm・dB）の記録的高 FOMを実現しながら，残留分散
を±0.08 ps/（nm・km）に低減した結果が報告された．
微細構造ファイバでは，古河電工から広帯域大容

量伝送用のマルチコアホーリーファイバに関する検
討結果が報告された［6］．七つのコアを持つホーリー
ファイバにおいて，100 km伝送でコア間の干渉を十
分に抑制しながら，各コアで 500～ 1,700 nmでの広
帯域伝送を同時に実現できる可能性が示された．旭
硝子からはビスマス系ガラスを用いた HNLFを PCF

（Photonic Crystal Fiber）化することによる GVD（Group 

Velocity Dispersion）コントロール性の向上に関して報
告された［7］．これにより，ビスマス系ガラスを用い
て波長 1,550 nmにおいて約－50 ps/（nm・km）の GVD

を実現した．
HNLF，非線形関連技術，ファイバ測定法に関す
る報告では，古河電工から SBS（Stimulated Brillouin 

Scattering）抑圧 HNLFを用いた波長変換実験の結果
が報告された［8］．HNLFの SBSしきい値を 7.2 dB

改善したことで，位相変調などを使用しない単一の
CW（Continuous Wave）光をポンプ光とした波長変換
において最大変換効率 1.5 dBという極めて高い効率
が報告された．NTTからは，ホールアシストファイ
バ（HAF）を用いた SBS抑圧技術について報告があっ
た［9］．HAF構造を最適化することで SSMFと比較し
て SBSしきい値を 7 dB改善可能であることを実験的
に確認し，最高で 13.5 dBの改善が可能であることが
数値計算より示された．同じく NTTから，正弦関数
で位相変調をかけた CW光を用いた波長分散測定法
について報告があった［10］．分散による位相－強度
変調変換が，特定の位相変調周波数において消える
という現象を利用して，正確かつシンプルな測定系
で実現可能な新規の分散測定法が提案された．NICT

からファイバヒューズ発生を遠隔検知し，瞬時に停
止させることが可能になる技術について報告があっ
た［11］．入力光強度のハイパワー化が進む中で大き
な問題となりつつあるファイバヒューズに関して，

現実的な対処法という観点からの報告が初めてなさ
れた．
以上，OFC/NFOEC 2009における光ファイバ関連
のトピックスを紹介した．最後に筆者が会場で感じ
た印象では，OFC/NFOEC 2009では投稿論文数は昨
年とほぼ同数であったが参加者数並びに参加社数は
減少しており，景気悪化の影響を少なからず受けた
形となった．テクニカルセッションにおいては比較
的短期間で事業化が見込める分野に聴衆が集中する
傾向が見られ，この点でも世情を反映していること
が感じられた．
　

OFC 2009における光デバイス関連技術は，主に，
光源，光変調・復調デバイスなどの光コンポーネント
技術，全光信号処理などのための非線形光デバイス，
高度な光信号処理・制御機能を実現する光集積技術な
どを中心に，多数の報告がなされた．
光コンポーネント技術に関しては，光送受信・光変
復調デバイスに関する報告が多く見られた．直接変
調レーザ（DML：Direct Modulated Laser）や電界吸収形
変調レーザ（EML：Electro-absorption Modulated Laser）
は，高速化，変調効率の高効率化，動作温度の広範
囲化などを主題として，多数の報告があった．また，
VCSEL（Vertical Cavity Surface Emitting Laser）形デバ
イスに関しても，高速変調や高出力化に関する検討が
進められていたが，偏波分散補償などの機能性デバイ
スの実証も報告された（東工大）［12］．量子ドットレー
ザ技術に関しては，1.1μm帯や 1.3μm帯用途を目
指した展開が進められていた（富士通，NICTなど）
［13］，［14］．
光受信機は，光集積化を意識したフォトダイオード
に関する研究報告が盛んであった． Si集積回路との
集積化に有利な Si/Geフォトダイオード開発に関して
も多数の報告があり，APD（Avalanche Photo Diode）構
成により高い利得帯域幅が得られることが印象付けら
れた．また，マイクロ波フォトニクス応用を意識し
た UTCPD（Uni-Travelling-Carrier Photo Diode）などに

（独）情報通信研究機構 坂本高秀
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関する報告も目を引いた．そのほかのデバイスとして
は，ポリマー形スイッチ，LiNbO3（LN）導波路形偏波
変換器（早大）［15］，スポットサイズ変換器（宇都宮大）
［16］などの要素技術に関しても多くの報告があった．
光信号処理技術に関しては，光ファイバ形デバイス
や，SOA（Semiconductor Optical Amplifier）などの非線
形デバイスに関して報告が多かった．また，パラメト
リック効果などを利用した全光信号処理デバイスに
関して多くの報告があった．Multicasting, Mux, Demux

（ポストデッドライン論文， UC San Diego）［17］，広帯
域可変遅延（AIST）［18］，高速信号再生（古河電工）［19］
など）などが報告された．また，テラビット級の光
ファイバ形 A-D変換デバイスについても大きな可能
性が示された（ポストデッドライン論文，阪大）［20］．
光ファイバに関しては，SBS抑圧ファイバなどの検
討が進められ，これは，光ファイバ形非線形デバイス
の高性能化につながる．ほかには，SOA-MZI（SOA-

Mach-Zehnder Interferometer）や PPLN（Periodically Poled 

Lithium Niobate）を用いた光信号処理デバイスも多数
報告されていたが，100 Gbit/s，320 Gbit/sといった超
高速信号，DQPSK（Differential Quadrature Phase Shift 

Keying），8 PSKなどの高度変調方式に対する信号処
理が主題となっていた．
また，光集積デバイス関連の進展は著しく，QPSK

（Quadrature Phase Shift Keying），QAM（Quadrature 

Amplitude Modulation）や OFDM（Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing）などの高度変復調方式をター
ゲットとした，光集積デバイスが多数報告された．石
英系 PLC（Planer Lightwave Circuit）回路関連では，LN

（LiNbO3）導波路とともにハイブリッド集積した高速
QPSK変調器は，折返し構造により，小形化が進めら
れた（NTT）［21］．また， PLC上に光フーリエ変換器を
構成した OFDM復調器は，光段で OFDM信号を分離
するものであり，OFDM技術の新展開を示唆してい
た（NTT）［22］．

InPベースの光集積技術の高度化も目を見張るもの
があった．レーザ，QPSK変調器アレーを集積した
構造を持つ 10×40 Gbit/sモノリシック形 QPSK送信
器が報告され，今回新たに偏波多重機能が付け加え
られた（Infinera）［23］．InP形高速，低電圧変調器も，
SOAとの集積化により，完成度を高めていた（NTT）

［24］．HHI［25］や U2T［26］などによる，光干渉計回
路及び balanced PDのハイブリッド集積技術の完成度も
高く，40 Gbit/s QPSK受信機，コヒーレント受信機は即
戦力性が感じられるとともに，Demux回路を併せ持っ
た 100 Gbit/s受信器にも大きなポテンシャルが感じら
れた．そのほか，高機能素子に関する研究も進められ，
フェーズドアレー形 1× 8スイッチ（東大）［27］，8× 8

ルータ（ポストデッドライン論文，UC Santa Barbara）［28］
などの報告も目を引いた．
また，いわゆるシリコンフォトニクスと呼ばれる光
集積関連技術の進展も著しい．Siリング形共振器に
よる，ADD/DROPなどの高機能デバイス実証が多数
報告された．モノリシック形コヒーレント受信機が報
告されたが，MMI（Multi-Mode Interference）カプラ，
フォトニック結晶形偏波変換器，及び Balanced PDな
どが集積化され，高度な光集積技術を印象付けた（ポ
ストデッドライン論文， Alcatel Lucent）［29］．
以上のように，OFC2009においては，光デバイス

関連技術に関して，活発な報告・議論がなされたこと
が理解できよう．光集積技術の高度化と相まって，か
なり高いレベルで多種・多様な機能を創出することが
可能となりつつある．システム応用につながるであろ
う（即戦力）デバイス技術が多く見られ，デバイス研
究・システム研究間の距離感が更に縮まった印象を受
けた．
　

OFC/NFOEC 2009では伝送関連で 15のセッション
及び二つのワークショップが設けられ，各セッション
とも 100～ 200名程度の聴講者が参加していた．セッ
ションによっては立ち見が出るほど盛況で，注目の高
さがうかがえた．発表内容の動向としては，100 Gbit/s

伝送システム及びディジタルコヒーレント受信に関す
るものが大部分を占めた．
以下に OFDM変調方式，電気的非線形補償アルゴ

リズム，光学的分散補償の有無の三つのトピックを取
り上げ，伝送関連の発表動向の概要を報告する．
前年の OFC/NFOEC及び ECOC（European Conference 

（株）富士通研究所 小田祥一朗，星田剛司
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on Optical Communication）に続いて更に OFDMに関す
る発表が増加傾向であり，アクセス系も含めて OFDM

の語を含むタイトルを冠するセッションが四つにの
ぼった．このうち多くの報告が数値シミュレーション
のみの報告であった中，論文［30］では初めて FPGA

（Field-Programmable Gate Array）上に受信側のディジ
タル信号処理を実装し，OFDM変調信号をリアルタ
イムでコヒーレント受信した結果が報告された（ただ
し，送信側は任意波形発生器によるオフライン処理
であった）．また，ポストデッドライン論文［31］では，
偏波多重 OFDM変調方式を採用し，周波数利用効率
の世界記録である 7 bit/（s・Hz）の伝送が報告された．
また，ガードインタバルを使用しない OFDM変調方
式について，招待論文［32］において詳細な紹介があっ
たほか，ポストデッドライン論文［33］では同方式を採
用した，84.3 Pbit/（s・km）（13.5 Tbit/s×6,248 km）とい
うビットレート距離積の史上最高記録が報告された．
もう一つのトレンドとして，非線形補償アルゴリズ
ムに注目が集まったことが挙げられる．この背景に
は，100 Gbit/s伝送システムでは要求 OSNR（Optical 

Signal to Noise Ratio）が高まることから伝送路中の光
パワーを上げる潜在要求があることと，OFDM信号
では送信光信号の PAPR（Peak to Average Power Ratio）
が高くなるため，非線形の影響を受けやすいことが
ある．論文［34］では，従来報告されていた自己位相変
調補償アルゴリズムに偏波多重信号間の非線形位相
変調を補償するアルゴリズムを追加することによっ
て，OFDM方式を用いた伝送システムの性能改善が
可能であることを数値シミュレーションで示した．ま
た論文［35］では，分散補償と自己位相変調と偏波多重
信号間の非線形位相変調補償を交互にかつ多段で行う
アルゴリズムを提案し， DP-QPSK（Dual-Polarization 

Quadrature Phase Shift Keying）信号の 1,200 km伝送実
験において 2 dB以上の Q値改善が観測されたことが
報告された．
また，ディジタルコヒーレント受信技術を用いる

と，10,000 ps/nmを上回る波長分散の補償を受信端で
行うことが可能となり，伝送路中で分散補償を全く
行わない伝送システムを構築できる．論文［36］では，
DP-QPSK変調方式に関して，伝送路中分散補償の有
無に対する伝送性能比較結果が報告された．相互位相

変調の影響が支配的な伝送路では伝送路分散補償の有
無で性能差は現れず，自己位相変調の影響が支配的な
伝送路では伝送路中で光分散補償を行わない方が若干
伝送性能に優れるとの結果が報告された．なお，当論
文の発表中，この性能差はシステムパラメータに強く
依存すると強調されていたことを付け加えたい．
上記のほか，ポストデッドライン論文［37］では偏波

多重 RZ-8 QAM（Return-to-Zero 8 Quadrature Amplitude 

Modulation）変調方式を採用した，ファイバ 1本当り
の史上最大伝送容量である 32 Tbit/s（320チャネル×
114 Gbit/s）の伝送実験が報告された．
　

OFC/NFOEC 2009では光ネットワーク関連で 28の
セッション（一部アクセスネットワーク関連も含む）及
び，五つのワークショップが設けられ，各セッション
とも 30～ 100名程度の聴講者が参加していた．セッ
ション数が多く，すべてのトランスポート系技術動
向を網羅することが難しいため， Future Internet Design

関連，及び商用化を目指した光ネットワーク技術の
フィールドトライアル関連を取り上げ，トランスポー
ト系技術の研究動向について述べる．

NSF（National Science Foundation），BBNより，NSF

が助成する Network Science & Engineering（NetSE）
programにより行われている Future Internet Designに
関する研究テーマが紹介された［38］，［39］．レイヤ 2

以上のネットワークの仮想化，Delay Tolerant Network

などが多く取り組まれており，計算機工学分野の研
究者に opticsを容易に利用させることを目的とした
programmable optics, virtualization, slicingを実現するた
め Optical Flow Switched Core Networks，DOCS（Dynamic 

Optical Circuit Switching），Programmable Optical Layer

などのプロジェクトが進められているとのことで
あった．これに関連して，次世代の光ネットワー
クインフラストラクチャ構築のための要素技術が報
告された．NEC Lab. Americaより，プログラマブル
ルータと ROADM（Reconfigurable Optical Add/Drop 

Multiplexer）からなる optical substrate network上に，仮

（株）KDDI研究所 大垣健一，釣谷剛宏
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想ネットワーク（slice）を割り当てるアルゴリズムが報
告された［40］．本報告は従来の検討とは異なり，sub-

wavelength（タイムスロットまたはサブキャリヤ）を
流体モデルとした仮想リンク上にパケットを転送す
る現実的なネットワーク構成を想定し，このWDM

ベースの optical substrate network上に異なるトポロ
ジー，帯域，パケット転送レートを要求する sliceを
オンデマンドに割り当てるために，scheduling CSPA

（Cycle-based Slice Provisioning Algorithm）と呼ぶ greedy 

algorithmを提案し，シミュレーション評価が行われ
た．シミュレーション結果によると，プログラマブ
ルルータの転送レートがサポートする最短パケット
長を，sliceが転送要求する最短パケット長以下にし
ないとブロッキング率が増加するという結果が得られ
ていた．Telcordiaより，DARPA CORONET（Dynamic 

Multi-Terabit Core Optical Networks）programの下で開
発した高速な波長パス設定を実現する新たなシグナ
リングプロトコルが報告された［41］．数秒のサービ
ス保持期間，100 ms以下の設定時間を実現し，かつ
波長変換もサポートするため，GMPLS（Generalized 

Multi-Protocol Label Switching），RSVP-TE（Resource 

Reservation Protocol-Traffic Engineering）の Label setに
類似した，利用可能波長情報の収集，クロスコネクト
（XC），未使用波長の解放を 3ウェイハンドシェーク
プロトコルにより可能とした．CORONETが要求する
ブロッキング率 10－3以下を実現した上でネットワー
クが必要とする波長数を最小にするため，XC時に余
分な波長を確保することで，GMPLSによる方法より
も波長数を減らせることが確認された．また，NTT

より，OFDM技術と透過帯域を可変可能な波長選択
スイッチを用いて，光パスの帯域を柔軟に可変し，
virtual networkを構築する新たな光アーキテクチャが
示され［42］，実験的にも，制御プレーンとの連携によ
り柔軟な帯域可変性，障害復旧性が報告された［43］．
一方で，通信キャリヤによる導入を視野に入れて，
商用ネットワークを利用したフィールドトライアルが
報告された．Verizonより，商用ネットワークを用い
て複数ベンダのネットワークからなるマルチドメイン
GMPLS/ASON（Automatically Switched Optical Network）
ネットワークで 1,000 km超のエンドエンド STS-nパス
プロビジョニングのデモンストレーションが報告され

た［44］．Optical Internetworking Forum（OIF）と Verizon 

Interoperability Forum（VIF）で実装規約の策定を進めて
きた E-NNI（External Network-Network Interface）ルー
ティングシグナリングプロトコル実装により 4ベンダ
間の相互接続を行い，シグナリングのタイミングと制
限による距離制約を確認するため 1,000 km超の商用
ネットワークで 20秒ごとのパスの設定，解放の負荷
試験を行ったが，問題なくプロビジョニングが行えた
とのことであった．Sprintより，商用の大西洋横断海
底ケーブルシステムを用いた 7,360 kmの 40 Gbit/s IP

リンク確立のトライアルが報告された［45］．ニュー
ジャージーとコペンハーゲン間の 140スパン，7,360 km

区間で運用中の TAT-14（The 14th consortia transatlantic 

telephone cable system）海底ケーブルシステム（75 GHz

チャネル間隔の 10 Gbit/s DWDM（Dense Wavelength 

Division Multiplexing）システム）にエイリアン波長とし
て，Cisco Systemsと StrataLight Communicationsで開発
した 50 GHz幅の RZ-DPSK（Return-to-Zero Differential 

Phase Shift Keying）変調トランスポンダを持つ Cisco

社コアルータ CRS-1の DWDM OC768c/STM256 POS

（Packet Over Sonet/SDH）インタフェースからの信号を
挿入し，大西洋横断の 40 Gbit/sの IPリンク確立を成
功させた．更に，トランスペアレント光ネットワー
クにおける，光パス品質の測定手法に関するフィー
ルドトライアルの報告が行われた．Verizonと Nokia 

Siemens Network（NSN）より，光パスの伝送遅延量を
リアルタイムに測定する手法として， OTNトランス
ポンダの ITU-T G.709のオーバヘッド（Reserved bits）に
特別なパターンを挿入し，対向先で折返し（折返しは
事前にリモート設定が必要），ラウンドトリップの遅
延量を測定する手法が示され（標準化（ITU-T）へ提案を
予定），フィールドでその実現性，正確性が示された
［46］．また，トランスペアレント光パスの品質を事
前に測定するテストセット（今回は PMD（Polarization 

Mode Dispersion）の測定セット）を開発し（ISOPMと
呼ぶ），フィールドにて，経路の異なる光パスにおい
ても，PMD値が正確に測定可能であることが示され
た［47］．
ネットワークの仮想化を目的とした次世代光インフ
ラの要素技術が研究されている一方で，商用ネット
ワーク装置への GMPLSマルチドメイン接続機能や超



52 通信ソサイエティマガジン  No.10［秋号］2009

長距離 40 Gbit/sインタフェースの実装により，商用
ネットワークの高機能化，大容量化も着実に進められ
ていることがうかがえた．

光アクセスシステム関連では 12のセッションが開催
され，IEEE 802.3avで標準化が進められる 10 G-EPON

（10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network）などを含む高
速 TDM-PON（Time-Division Multiplexing Passive Optical 

Network）から，更なる大容量化に向けた次世代光アク
セスシステムとしてWDM-PON（Wavelength Division 

Multiplexing PON），OFDM-PON（Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing PON）など幅広い技術が網羅され
た．以下，光アクセスシステム関連の主要な最新技術
動向について報告する．

 TDM-PON関連では，IEEE 802.3avにて標準化の進
む 10 G-EPONの開発動向が学会トピックスの中心で
あり，これまでの 10 G-EPON標準化動向と最新の開
発動向をまとめたチュートリアル講演［48］が行われ多
くの注目を集めた．10 G-EPONが標準化委員会での技
術検討フェーズから実用化開発フェーズへ移行したこ
とを強く印象付けられる講演である．このような中，
10 G-EPON用のデバイス開発からシステム検証レベ
ルの報告まで幅広い発表が行われた．文献［49］，［50］
では，10 G-EPON用デバイス開発としてバースト光
受信器回路の報告が相次ぎ，上り 10 G/1 Gのデュア
ルレート伝送に対応したビットレート判別回路，デュ
アルレート光受信回路などの開発結果が報告された．
一方，文献［51］では，10 G-EPONと GE-PON（Gigabit 

Ethernet Passive Optical Network）とを混在させたシス
テムレベルでの検証結果が報告された．IEEE802.3av

に完全準拠した上り下り伝送方式や 10 G/1G混在伝送
に対応したMAC（Media Access Control）レイヤ機能を
新たに開発し，10 G-EPONと GE-PONとの混在シス
テムの検証に成功した．
一方，WDM-PONに関しては，斬新なシステム提

案に代わり，新しい波長帯を実現するデバイス開発
やWDM-PONの完成度を高める技術報告が相次い

だ．文献［52］では，初めて S帯（1,465～ 1,530 nm）の
RSOA（Reflective Semiconductor Optical Amplifier）を適
用したWDM-PONシステムを報告した．また，文献
［53］では，送信光源にディザをかけて伝送路の反射の
影響を低減する方式を，文献［54］では RSOAを適用
した 10 G-WDM-PONにおける最適な FECコードに関
して報告を行いWDM-PONの特性向上を実現した．
コア系における電気信号処理技術の飛躍的な進展は
アクセス系へも急速な広がりを見せており，OFDM技
術を適用した PONシステムは，今回の OFC/NFOEC 

2009にて最も注目を集めたトピックスの一つである．
文献［55］では，OFDM-PONに偏波多重を取り入れ
ることにより，40 Gbit/s（20 Gbit/s× 2）の OFDM信
号の伝送実験を報告した．この偏波多重のことを無
線通信のキーワードを使って“MIMO（Multiple-Input 

Multiple-Output）”と呼んでいる．送信側には 50 GHz

と 25 GHzのインタリーバを用いた独自の OFDM変調
方式を，受信側には直接検波方式を適用することによ
りアクセス系で求められる低コスト化を図った．更
に文献［56］では，同じ OFDM変復調方式を適用して
アクセス系としては最高伝送速度となる 108 Gbit/sの
OFDMA-PONの実証に成功した．
更に，文献［57］では，OCDMA（Optical Code Division 

Multiplexing Access）を適用した 10 G-PONの多重化に
関するユニークな報告も見られた．PONシステムの多
重化としてはWDMを用いる方式などの検討が行われ
ているが，OCDMAの適用では光ファイバ網の変更な
しに PONシステムの多重化が行える点が利点である．
10 G-PON多重化において特に課題となる上りバース
ト伝送に着目し，光 CDMA変復調器として SSFBG形
変調器，Multiport形復調器，10 G-PON用バースト光
受信器の三つのキーデバイスを適用し，原理検証に成
功した．

 以上，OFC/NFOEC 2009の発表の中から，光アク
セスシステムに関するトピックスを紹介した．光アク
セスシステムの高速化，大容量化に向けて活発な研究
開発が続けられていることがうかがえた．

三菱電機株式会社 中川潤一

 光アクセスシステム関連の動向
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新世代光ネットワーク関連として，筆者が聴講を
行った光パケットスイッチング（OPS：Optical Packet 

Switching），光バーストスイッチング（OBS：Optical 

Burst Switching），光符号分割多重アクセス（OCDMA）
システム関連セッションの動向について報告する．

OPSは，ノードにおいて光－電気変換を行わず光信
号をパケットごとにスイッチングすることにより高速
転送を行うノードシステムである．また，OBSは幾
つかのパケットを集めてバーストと呼ばれるデータの
塊を光のまま転送するノードシステムである．本分
野では“Optical Packet Switching”と“Optical Packet and 

Burst Switching”という二つの口頭セッションとポスト
デッドラインセッションを併せて 16件の発表が行わ
れた．これらの発表における筆頭著者の所属内訳は，
大学：13件，国立研究機関：2件，企業：1件であっ
た（地域別では，米国・カナダ：5件，ヨーロッパ：4

件，中国：3件，日本：4件）．大学や国立研究機関か
らの発表が大半を占めてはいるが，内容はアカデミッ
クなものばかりでなく大規模なシステム実験も見られ
た．ただ，並行する別セッションであったため筆者は
聴講しきれなかったが，システムを構成する光スイッ
チなどの光デバイス関連での発表は企業からも多数行
われていた．また，OPS and OBSと銘打っているもの
の OBSに焦点を絞ったテーマでの発表は 2件のみで
あり，OBS関連研究の論文投稿・採択数が数年前に
比べて非常に少なくなっていることが分かる．以下，
筆者が興味深いと感じた研究発表の概要を紹介する．

J. B. Rosas-Fern ndezらの，“21 Port Self Wavelength 

Switching of 40 Gb/s Spectral-Amplitude-Encoded DPSK 

Signals”［58］と題する発表では，高非線形ファイバ
による四光波混合発生と波長分波器を用いた 40 Gbit/s

差動位相偏移変調（DPSK）信号のスイッチング実験を
示した．四光波混合光が固有の波長を持つように配置
された SAC（Spectral Amplitude Code）を光ラベルとし
て採用しており，今回 21種類の出力ポート（波長）に
成功している．

H. Furukawaら の“640-Gbit/s（64-wavelength× 10-

Gbit/s）Wide-Colored and Phase-Modulated Optical 

Packet Switching and Buffering without Packet Power 

Compensation”［59］と題する発表では，10 Gbit/s×
64波長（640 G）波長多重光パケットのスイッチング・
バッファリング実験において，各波長上の変調方式と
して DPSKと強度変調（OOK：On/Off Keying）の比較
を行い，DPSK方式が光パケットごとの強度揺らぎに
対する耐性が高いことを示した．これらの発表はど
ちらも変調方式として DPSKを採用したものであり，
将来的には信号フォーマットに依存しない光ノードシ
ステムの実現が期待される．
一方，OCDMAは，各ユーザに固有の符号を割り当
て，符号によってユーザの識別を行うアクセス方式で
ある．本分野に関連する発表は，口頭・ポスター・ポ
ストデッドラインセッションの併せて 11件が行われ，
所属の内訳は大学：5件，企業：6件であった．また，
国別の内訳（筆頭著者）では，日本：8件，米国：2件，
イタリア：1件であり，本分野における日本の貢献度
が大きいといえる．以下，筆者が興味深いと感じた研
究発表の概要を紹介する．

T. Kamijohらの“CDM-Technologies for Next Generation 

Optical Access Networks”［60］）と題する招待講演では，
電気符号処理を用いた符号分割多重アクセス方式であ
り，符号化利得により高ロスバジェットが得られ，上
り下り間の干渉が少ないことから，同一波長での双
方向伝送に適し，既存の TDM-PON（Time-Division 

Multiplexing Passive Optical Network）にオーバレイする
ことにより，ほかの発表にあるような光符号処理を用
いた方式よりも低コストでの実現可能性が示された．
ただ，ユーザ当りのビットレートを高速化するには高
速な回路が必要であり，双方のコスト・性能比較は注
意が必要である．

M. P. Fokらの“All-Optical Encryption for Optical Network 

with Interleaved Waveband Switching Modulation”［61］
と題する発表，T. Kodamaらの“Secure 2.5Gbit/s, 16-ary 

OCDM Block-Ciphering with XOR Using a Single Multi-

Port En/Decoder and Its Transmission Experiment with 

True Clock Recovery”［62］と題する発表，G. Cincotti

らの“Secure OCDM-Based PON”［63］と題する招待講
演は，秘匿性に関して示したものであり，OCDMAシ
ステムの大きな特徴である秘匿性の議論が高まってい

（独）情報通信研究機構 片岡伸元
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る印象を受けた．
関連セッション全体の印象としては，複数のセッ

ションが並行して行われていたこともあるが，伝送シ
ステム関連セッションの盛り上がりや会議自体の参加
者数を考えると聴講者が非常に少なく，質疑応答もあ
まり活発であった印象はなく，盛り上がりに欠ける印
象を受けた．
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 1.  ま え が き
　新潟大学は昭和 24年（1949年）に新潟医科大学，
長岡工業専門学校，新潟高等学校，新潟第一師範学校，
新潟第二師範学校，新潟青年師範学校，新潟県立農林
専門学校を母体として開学致しました．現在は9学部，
7研究科，医歯学総合病院，脳研究所などから成る日
本海側最大規模の総合大学へと発展致しました（学生
数約 13,000人，教職員数約 2,600人）．

 2.  キャンパス
　キャンパスは医歯学系の学部・大学院のある旭町地
区とそれ以外の学部・大学院のある五十嵐地区の 2箇
所です．ソサイエティ大会の開催地である五十嵐キャン
パスは郊外にあり，バスあるいは電車と徒歩を利用し
た場合，新潟駅から 1時間弱かかります．いずれの

キャンパスとも日本海まですぐのところに位置してい
ます．天気がよければ，五十嵐キャンパスの建物から
は日本海に沈む夕日や佐渡島を眺めることができます．

 3.  研　　究
　先端研究分野における横断型の研究体制を構築する
ことにより，新しい分野を開拓し，現代的課題に関す
る社会的要請にこたえ，本学の研究教育体制の高度化
を図ることを目的とした「超域研究機構」が平成 15
年度に設置されました．使命の一つに大型の競争的資
金や科学研究費（S及び A）の獲得があります．特に，
新潟大学の脳研究所のプロジェクト「脳神経病理学研
究教育拠点形成」は平成 15年度に 21世紀 COEプロ
グラムに選定されました．脳研究所は大学附置として
は日本で唯一の脳の研究所です．約 42万点に及ぶ脳
標本や，最先端の磁気共鳴装置を保有しています．
　超域研究機構にはそのほかにも多くのプロジェク
トが所属しています（平成 21年 4月 1日現在で 28
プロジェクト）．電子情報通信学会に関連する領域で
は，「次世代アドホックネットワーク基盤技術研究開
発プロジェクト（リーダー：間瀬憲一教授）」，「自然
科学系ナノ電子光デバイス・バイオエレクトロニクス
（リーダー :金子双男教授）」などが含まれています．
　また，本年から「超域朱鷺プロジェクト」がスター
ト致しました．これは，トキの野生復帰の支援と実現，

～新潟大学の紹介～
新潟大学  高橋俊彦

新潟大学開学式の様子

五十嵐キャンパスの航空写真

五十嵐キャンパス屋上からの景色

2009年ソサイエティ大会開催地から
電子情報通信学会
2009年ソサイエティ大会開催地から
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21世紀の自然と社会システム再生の目標モデルの構
築などを目的としており，注目を集めています．

 
4.  教　　育
　新潟大学の教育プログラムは主専攻・副専攻の二つ
から成っています．主専攻プログラムは入学した学部
でそれぞれ行う通常のカリキュラムによるものですが，
意欲ある学生が，複数の分野で体系的に学ぶことがで
きるよう，副専攻プログラムが用意されています．学
生は適切な「主専攻＋副専攻」の組合せを選択するこ
とで，例えば「環境に詳しいエンジニア」，「科学に詳
しいジャーナリスト」などを目指すことができます．
　もう一つの特徴は「ダブルホーム制」です．こちらは
平成 19年度文部科学省事業「新たな社会的ニーズに対
応した学生支援プログラム」として採択されたものです．
従来，学生は研究室やゼミなど，自分の所属する学部・
学科に拠点（第一のホーム）を持っていました．新潟大
学では文系・理系・医歯系の学生が集まるという総合大
学の特性を活かし，学部・学科・学年を超えた第二のホー
ムを構成しています．第二のホームは各々 24名から成
り，教員が地域と連携して取り組んでいる教育プログラ
ムや研究プロジェクトにかかわり，地域住民の立場から
調査活動を行っています．こうした活動は，将来直面す
る困難な課題に適切に対応できる力を養い，学生の生活
をいきいきとしたものに変えていくことでしょう． 

 5.  地 域 貢 献
　工学部建設学科は平成9年より「栃尾表町の雁木（がん
ぎ）づくり」に取り組んで参りました．雁木とは各戸が通
りに面した私有地を提供してつくる庇（ひさし）の通路で
す．同学科は長岡市栃尾表町地区で住民の方々と雁木の保
存・復元を継続して行っており，まちづくりだけでなく，

地域との交流にも貢献しています．この活動により，国土交
通省大臣表彰「手づくり郷土賞（平成 20年度大賞部門，
平成 13年度地域活動部門）」，平成 19年度都市景観大
賞「美しいまちなみ特別賞」などを受けています．な
お，現在は前述のダブルホームで行っているようです．

 6.  創立 60周年記念事業
　新潟大学は今年でちょうど創立
60周年を迎えます．そのため記念
事業がいろいろと企画されておりま
す．創立 60周年記念デザインマー
クの制作，新潟大学から生まれた
お酒「新雪物語」大吟醸酒の名
称公募，創立 60周年記念事業
ポスター・デザイン公募などの事業が行われました．
　企画の一つに新潟大学が所蔵する芸術作品と五十嵐
キャンパス内の植物を紹介するキャンパス紹介パンフ
レットの発行（平成 21年 8月末発行予定）がありました．
五十嵐キャンパスは約 60年前に砂丘上に植えたクロマ
ツが森の始まりという「大学の森」があります．現在 50種
類を超える樹木から成る森となっています．天気がよければ
パンフレットを片手に散策してみるのもよいかと思います．

 7.  む　す　び
　工学部から南西に 15分ほど歩くと JR内野駅です．
内野は昭和 35年に新潟市に吸収合併されましたが，
「新潟の奥座敷」と呼ばれ，老舗の料亭や造り酒屋が
集まっていた町でした．現在でも駅の近くに飲食店が
集まっています．JR越後線で新潟駅まで戻るのにも
便利ですので，内野界隈で夕食をとられるのもよいか
もしれません．

雁木づくりの様子

60 周年記念マーク

ダブルホームでの活動
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求を整理し，今後どのようにシミュレータが発展して
いくべきかを議論すること」である．本企画では，商用
シミュレータの観点からの 3名のパネリストと，ユー
ザの観点からの 3名のパネリストを招き，それぞれの
立場からの観点でシミュレーションについて議論した．
以下に本企画の座長とパネリストを紹介する．

■ 座　長

　　小 林 岳 彦（東京電機大学）
■ パネリスト

　・商用シミュレータの立場

　　宇都宮陽一（情報工房）
　　藤 井 義 巳（構造計画研究所）
　　髙 井 峰 生（University of California at Los

   Angeles（UCLA））
　・ユーザの立場

　　山 口 弘 純（大阪大学）
　　石 原 　 進（静岡大学）
　　大 西 真 晶（（独）情報通信研究機構（NICT））

パネル企画報告：シミュレーションと現実のギャップを埋められるのか？

次世代シミュレータへの展望と課題
田頭茂明　Shigeaki Tagashira　九州大学大学院システム情報科学研究院

小川将克　Masakatsu Ogawa 東日本電信電話株式会社技術協力センタ

解説

1
Part

まえ が き

2
Part

パネリストの講演

3
Part

「商用シミュレータと自作シミュレータの融合」
についての討論

4
Part

「シミュレーションと現実のギャップを
 埋められるのか？」についての討論

5
Part

将来，求められるシミュレータとは？

6
Part

む　す　び

近年，コンピュータシステムが社会情報基盤の一部
として浸透し，その利用範囲が分野を横断した多様な
融合分野にまで拡大している．また，社会インフラス
トラクチャとして果たすべき役割及び責務が増大し，
コンピュータシステムに要求される品質レベルはます
ます高度化している．このような多様化かつ高度化す
るコンピュータシステムにおいて，実物を構築するこ
となく，システムの様々な性能指標を解析できるシミュ
レーションの重要性は，以前にも増して高まっている．
一方で，シミュレーションの対象領域が，従来ま
でのネットワークを中心にしたものだったのに対し
て，近年ではアプリケーションまでを含めたサービス
全体へシフトしている．人の行動などの不確定事象の
モデル化や，より複雑に絡み合った複数の事象のモデ
ル化が必要となり，このようなモデル化がシミュレー
ションと現実システムとの間にギャップ（シミュレー
ション結果と実際の結果との相違）を生じさせる原因
の一つになっている．今後，システム開発の重要な役
割を担うシミュレーション技術において，このギャッ
プを埋めることは，シミュレーションの信頼性を確保
する上で重要な検討課題であることが予想できる．
このような状況の下，2009年 1月に名古屋工業大学
で開催されたモバイルマルチメディア通信（MoMuC）研
究会（併催：ユビキタス・センサネットワーク（USN）研
究会）において，パネル企画「シミュレーションと現実
のギャップを埋められるのか？」を実施した．本企画の
趣旨は，「現状の商用シミュレータの機能とユーザの要
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　まず 6名のパネリストによる講演が行われた．商
用シミュレータの立場のパネリストからは，それぞれ
の商用シミュレータの紹介，ユーザの立場のパネリス
トからは，現在取り組んでいる研究開発事例に関する
講演が行われた．

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）

商用シミュレータOPNET［1］に
ついての講演が行われた．OPNET

では，研究開発のための製品に加
え，ネットワークの構築・運用・
監視・管理・維持などの利用局面
別での製品ラインナップを持つことが紹介された．ま
た，高度なプロトコルモデル開発機能，柔軟なシナリオ
作成・実行・管理機能，移動軌跡作成・管理機能など
OPNETが持つ強力な機能群について紹介された．ま
た，開発環境，実機やほかのツールとの連携機能につ
いて，使用イメージを用いて説明された．

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）

　商用シミュレータ QualNet［2］
についての講演が行われた．従来
のネットワークシミュレーション
では，システムのおおまかな傾
向を知ることが目的だった．しか
し，近年では実機での評価が困難
な大規模無線システムが評価対象となり，高精度かつ
大規模なシミュレーションが求められていることが指
摘された．このような要求に応えるために，QualNet

では，MAC/PHYモデルの細密化，障害物を考慮でき
る電波伝搬モデルの高度化，テストベッドの一部をシ
ミュレーションからエミュレーションへ置き換える機
能を提供していることが述べられた．また，シミュ
レーションを並列動作させて高速化及び大規模化を実
現する技術について解説され，デモによりその効果が
示された．

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）

 

　商用シミュレータScenargie［3］
に関する講演が行われた．Scenargie 

は，ITS (Intelligent Transportation 

System) シミュレーションを一つ
のターゲットとして開発されたシ
ミュレータである．Scenargieで
は，シミュレータへの入力となる（シナリオモデルな
どの）周辺モデルの構築機能，また出力結果を詳細か
つ高速に解析する機能など，シミュレーションに欠か
せない入出力部分に注力していることが説明された．
また，Scenargieを用いて ITSやセルラシステムの評
価を行う事例が紹介された．高井氏はMoMuC研究会
の招待講演で，ns-2，QualNet，Scenargieの三つの
シミュレータを用いて同一シナリオを比較した結果を
報告している［4］．三つのシミュレータで異なる結果
が得られ，この原因が，フレーム送信に必要な時間，
ランダムバックオフとビットエラー，パケットキャプ
チャリングの実装の違いにあることを指摘した．各シ
ミュレータのモデルを変更することでほぼ同一の結果
を生成できるが，実装方法の違い，バイナリのみで提
供されるモデルの存在，シミュレータアーキテクチャ
の違いにより完全にモデルを統一することは困難であ
ることも指摘した．

 

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）

 

シミュレーションの対象領域の
変化や，現在のプロジェクトの事
例紹介，及びシミュレーションへ
の期待に関する講演が行われた．
その中で，開発中の現実性を重視
したシミュレータMobiREALプ
ロジェクト［5］の紹介があり，人の行動記述，状況に
応じた行動変化の再現，実機連携に関する機能が説明
された．特に，人の行動解析などのネットワーク層以
上のモデル化の重要性が述べられた．また，安全アプ
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リケーションのシミュレーションにおいては，性能評
価に加え，性能検証や性能保証も重要な尺度であるこ
とを指摘した．この点に関して，MobiREALにおけ
る網羅的シナリオ作成アプローチによる性能検証・保
証（なるべく網羅的に，かつ少ないシナリオ数で性能
検証・性能保証，支配的な性能要因を解析するアプ
ローチ）への取組みについて述べられた．

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）

石原氏の研究室で取り組まれて
いるシミュレーション事例，今ま
で利用したシミュレータの感想な
どについての講演が行われた．多
くのシミュレータを使うに至った
理由について，① ns-2は事例や
ユーザが多いこと，② OPNETは第 2層でのハンド
オーバが扱いやすそうに感じたこと，③ QualNetは
安価であり GloMoSimを使っていたこと，が挙げら
れた．また最近のシミュレータでは，JiST/SWANS［6］
に関心があることが述べられた．JiST/SWANSの利
点として Javaで開発できることが説明され（Javaで
の記述をシミュレーション時間での記述に自動変換
してシミュレーションを実装する），モデル開発の容
易さ，スケーラビリティの高さなどが紹介された．シ
ミュレータを選ぶ基準として，開発効率，信頼性，実
行効率，運用のしやすさ，価格が重要であることが述
べられた．最後にシミュレータの教育的側面について
言及され，学生指導の上で重要な役割を担っているこ
とが説明された．

 

1 ネットワークシミュレータ「OPNET」のご紹介
宇都宮陽一（情報工房）

2 ネットワークシミュレータQualNet のご紹介
藤 井 義 巳（構造計画研究所）

3 システムシミュレーションフレームワーク
Scenargie のご紹介
髙 井 峰 生（UCLA）

4 モバイルワイヤレスネットワークシミュレーション
における移動モデルとシナリオの重要性
山 口 弘 純（大阪大学）

5 ネットワークシミュレータへの期待
石 原   進（静岡大学）

6 無線ネットワークシミュレータへの期待
大 西 真 晶（NICT）  

モバイル端末，センサ利用サー
ビスプラットホームとしての無線
メッシュネットワークに関する研
究が紹介された．特に，大西氏は
無線のみによるインフラストラク
チャ向けの地域ネットワークモデ
ルとして，無線メッシュネットワークに着目しており，
その限界を明らかにするための技術課題について紹介

した．具体的には，無線メッシュ網の通信容量を拡大
する方法や，無線メッシュ網内のボトルネック解析な
ど，無線メッシュネットワークの可能性と限界につい
て考察された．このようなシステムにおいて，実物を
構築せずにその性能を解析できるシミュレーションの
重要性が述べられ，現在構築を予定している無線ネッ
トワークシミュレータの構成要素について紹介された．
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各パネリストの講演後，「手軽に利用できるが柔軟
性に欠ける商用シミュレータ」と，「手間が必要だが柔
軟性に富む自作シミュレータ」の融合に関して討論が
行われた．

大西氏 シミュレータに要求するものはユーザによっ
て異なる．自作シミュレータはこのような要求の多
様性にきめ細かに対応できる．現在の商用シミュ
レータは，システム開発における要求分析，設計，
実装，テスト，配備，保守といった一連の工程の中
でテストだけを取り上げている場合が多い．異なる
ユーザの要求にこたえるには，要求分析，モデル化，
詳細設計，単体テスト，結合テストを行うようなシ
ステム開発のフレームワーク技術を商用シミュレー
タに組み込むことが重要ではないか．

石原氏 自作シミュレータを作成し，アプリケー
ション層のシミュレーションを行っている．シミュ
レーション結果の信頼性を高めるために，商用シ
ミュレータを結合してネットワーク層以下のシミュ
レーションを任せたい．しかし，実行時間との兼合
いで，下位層のモデルをどこまで簡易なものを利用
してもよいのか，またこのモデルを利用すると，全
体の精度をどれくらい維持できるのか，ということ
が不明であり，このような指標を商用シミュレータ
側で示してくれると融合しやすい．

山口氏 自作シミュレータを作成する主な理由は，商
用シミュレータに慣れるために時間を要するからで
ある．時間との兼合いで，学生は，最初は自作シ
ミュレータを上位層から作り始めるが，最終的に下
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位層との連携を意識すると商用シミュレータと融合
することになる．このような過程を支援できるよう
なしくみを商用シミュレータに導入して欲しい．ま
た，現在作成中のMobiREALでは，下位層のシミュ
レータとして商用シミュレータを利用でき，特に特
定の商用シミュレータに依存しないよう設計してい
る．このように様々な商用シミュレータを柔軟に組
み合わせるしくみがあると融合が進む．
　
髙井氏 自作シミュレータから作り始めて，自分の専
門外のモデルに関して精度を高めたいときに，商用
シミュレータを活用して他人の作成したモデルを流
用することは理解できる．この場合，自作シミュ
レータが自作モデルという形で商用シミュレータに
組み込まれることになる．ユーザによって，シミュ
レーションで注目したい部分は異なるので，ユーザ
の要求の最大公約数的な部分を商用シミュレータ側
で準備できるが，すべてを網羅することは不可能で
ある．より多くのユーザの要求にこたえるために
API（Application Program Interface）を提供し，ユー
ザが商用シミュレータを活用できるようにしておく
べきである．この場合，APIの使いやすさが商用シ
ミュレータの重要な指標だと思う．また APIの互換
性も重要であり，ユーザは APIの仕様を極力変更し
て欲しくない．しかし，新機能の追加などの理由に
より商用シミュレータの APIが変更されることがあ
る．この点がユーザの不満につながっている．

藤井氏 APIの互換性に関しては重要な問題だと
思っている．QualNetではバージョンが変更されて
も互換性を保てるように考慮している．また，石原
先生から御指摘のあったモデルの精度の指標に関し
ては，ユーザのすべての要求にこたえることはでき
ない．しかし，ある特定のモデルに関しては，簡単
なモデルと詳細なモデルの 2種類を準備しており，
それらを選択できるようにしている．

宇都宮氏 自作シミュレータと商用シミュレータの融
合に関して，OPNETでも部分的に自作シミュレー
タを組み込む幾つかの試みがある．OPNETでは，
アプリケーション層であればエージェントシミュ
レータを用意しているが，現在，開発中である．ま

た，APIに関しては，今後もその利便性について追
求していきたい．
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宇都宮氏 シミュレーションの精度及び正確さが問わ
れるところである．現状のシミュレータでは，明確な
個々の単体の機能において，現実に近い結果が得られ
る．現実世界のすべてをシミュレーションしようと
すると，下位層から上位層（人の振舞い）までをシミュ
レーションする必要があり，様々な問題が発生する．
一つの問題は，それらをネットワークシミュレータが
実装上うまく結合できるのかという点である．更に，
時間粒度が異なるこれらの層を結合しなければならな
い．このような理由で，上位層から下位層までを一つ
のシミュレータを用いて，より現実的にすることは困
難である．現状では，部分的なシミュレーションとし
て商用シミュレータが利用されている．

藤井氏 シミュレーションをより現実的なものにす
るために，シミュレータをレイトレースと組み合わ
せた事例があるが，これらは万能ではない．なぜな
ら自由空間上の距離減衰や確率的な減衰モデルを適
用していくだけでは不十分なためである．しかしな
がら，計算資源を大きく浪費するものの，現実との
ギャップを埋めていく一つのアプローチであること
は確かである．QualNetに関しては，適用範囲が限
定されているが，実測値を用いてシミュレーション
することが可能である．このような方法を組み合わ
せて，現実とのギャップを埋められるのではないか．

髙井氏 ネットワークシミュレータ，特にパケット
レベルシミュレーションに限定して，対象のネッ
トワークシステムを第 2層から第 7層に絞るなら，
将来的には現実とシミュレーションとのギャップは
完全に埋められると思う．ディジタル処理されてい
る部分は実コードを使って完全にシミュレーション
とのギャップは埋められる．ディジタル化できない
ところ，例えば第 1層以下及び人間の行動などの
アプリケーション以上のアナログ的に扱わなければ
ならない部分で，初めてモデル化というプロセスが
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発生する．これが現実とのギャップを発生させる主
な要因となる．モデル化の対象は，評価の内容に
よって異なり，完全な解があり得ない．しかし，そ
の分野を専門とするコミュニティにそのモデルを認
めてもらうことが重要である．すなわち，そのコ
ミュニティで標準となっているモデルを採用するこ
とが重要である．現実とシミュレーションのギャッ
プを埋めるというのは，実は特定の分野を専門とす
るコミュニティへの入り込みなのではないのか．

山口氏 モビリティについて考えると，人の動きとい
うのはモデル化が非常に難しい．例えば，災害時の
人の動きを災害訓練のビデオからモデル化するが，
その正当性を検証できる人がいない．車の動きは，
検証のための標準指標があり，それに当てはめるこ
とでモデルの正当性を検証できる．人の動きのモデ
ル化に関しては，複数のモデルを準備し，網羅的に
シミュレーションすることが妥当ではないか．

石原氏 シミュレーションと現実とのギャップに関し
て，様々な商用シミュレーションが存在するが，現
実との間にどの程度のギャップがあるのかさえ把握
できていない．シミュレーションの正確さを保証す
るための基準が必要ではないか．

大西氏 シミュレーションと現実のギャップに関して
は，各分野の専門家に任せるしかないという気がして
おり，それらをうまくまとめることが重要ではないか．
　
座　長 シミュレーションするような問題で厳密解
（理論解）のあるような標準的な問題はまずない．こ
れを解決する一つの方法はシミュレータ同士で比較
してみることではないか．定量的ではないにしろ，
定性的に解析していくことも一つのやり方ではない
か．このようなアプローチさえも現状ではとられて
いないのではないか．

髙 井氏の回答 複数のシミュレータの同一シナリオに
対する結果を比較・評価することは大変意義がある
と思う．実測データを提供して頂ければそれに対す
る比較はできると考えている．現実との検証を行っ
たかどうかは，シミュレータの重要な評価尺度であ
る．難しいが十分な実測データが収集できれば，シ
ミュレータの検証はできると考えている．

会場からの質問 我々もマクロ
な人の動きを利用するシミュ
レータがあればよいと思ってい
る．しかし，個々のミクロな人
の動きを積み上げていき，マク
ロな動きにつながるか疑問を
持っている．同じような話で，ミクロ経済学とマク
ロ経済学があるが，アプローチが全く異なる．ミ
クロな投資行動がマクロな GDP（Gross Domestic 

Product）につながるというのは不可能ではないか．
このようなギャップを埋められるのか．

髙井氏の回答 ミクロなものを積み上げるとシミュ
レーションの実行時間が長くなり結果が出ない．こ
の意味でミクロなアプローチとマクロなアプローチ
との間には大きな溝がある．その溝がなくなったと
き，モデルが繊細であれば，マクロな観測に極めて
近くなると考えている．逆にそれが一致しないと
き，モデル化する事象が一部欠けている．したがっ
て，これらのアプローチはつながると考えている．

山 口氏の回答 人の動きに関しては，人は自分の周辺
を見て自身の行動を決定する．ミクロな行動を積み
上げてシミュレーションすることはできるが，膨大
な計算時間が必要である．このようなアプローチを
選択するよりは，マクロなアプローチをとった方が
よい場合がある．シミュレーションにおいてどのく
らいのスケールが必要とされるのかが重要であり，
そのスケールに合ったものを採用するのがよいので
はないか．

 
座　長 ギャップは依然としてま
だある．埋める努力はいろいろ
な方面からやられている．今後
とも続ける必要がある．心理学
や行動科学の専門家によると，
例えば人間の行動でさえも，よ
く分からない部分が多く，するべきことはたくさん
ある．ほかの分野の方とも協調していくことが大事
ではないか．
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大西氏 万人が求めるシミュレータを供給することは
難しい．シミュレータという枠組みより大きな範囲
を考えてシミュレータ自体を作成することに注目し
たツールが重要ではないか．このようなツールを新
しい研究開発分野として展開するのはどうか．

石原氏 将来のシミュレータとして正確さとスピード
のバランスがとれるものが重要ではないか．人の行
動モデルや現実に近いモデルというのは，ネットワー
クシミュレータの世界だけで議論していても仕方が
ない．シミュレーションにかかわる広い分野の人々
が議論する場を作ることが重要ではないか．海外で
は様々な分野のシミュレータに関して議論する場が
存在する．またシミュレータに関しては教育の意味
合いも強い．教育的観点からの発展も期待したい．

　
山口氏 上位層のモデル化に尽きるのではないか．研
究効率に非常に密接にかかわるため上位層のモデル
化を容易にでき，下位層を結合するだけで簡単にシ
ミュレーションができる枠組みを期待したい．

髙井氏 米国においてネットワークシミュレーション
に関するコミュニティは数多く存在する．ns-2や
商用シミュレータはそのようなコミュニティから輩
出された．コミュニティによって求めるものが違う
ために，やはり日本でも議論をする場が必要ではな
いか．そこから優れたシミュレータが輩出されるこ
とを期待したい．
　
藤井氏 シミュレーションの正確さや大規模化に加
え，上位層やアプリケーションのモデル化が重要
で，そのようなモデル化をより簡単に作成できるシ
ミュレータが重要ではないか．

宇都宮氏 正確さや大規模化は今後もますます求め
られるだろう．更に，教育という側面でも活躍す
るシミュレータも考えなければならない．またモ
デルの作成に関しては，UML（Unified Modeling 

Language）などを用いて簡単に作成できるしくみを
検討していく必要がある．
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シミュレーションと現実とのギャップは依然として存
在し，様々なアプローチで埋める検討が行われている．
コンピュータの処理能力の更なる向上だけでは，この
ギャップを埋めることができず，モデル化技術の発展が
重要であることを認識した．しかしながら，コンピュー
タシステムが多様な融合領域へ浸透する現状において，
分野を横断した様々な事象を情報系のコミュニティだけ
で適切にモデル化することは困難である．多岐にわたる
専門家との連携が必要であるという結論は，将来のシ
ミュレーション技術に大きな示唆を与えるものであった．
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無線通信システム（RCS）研究専門委員会
20周年記念シンポジウム報告

報　告

 1. ま え が き

無線通信システム（RCS）研究専門委員会（以下，研
専）は，1988年に通信方式研専から独立して 2008年
で発足 20周年を迎えました．この間，無線通信，特
に移動通信サービスは驚異的な発展を示し，市場規模
の拡大とともに研究開発も活発化し，日本は世界に冠
たる携帯電話先進国となりました．この中で，移動通
信を中心とした無線通信技術についての発表・討論の
場として RCS研究会が果たしてきた役割は極めて大
きかったことが振り返られます．
そこで，RCS研専では 20周年記念プロジェクトと

して，過去の技術報告のアーカイブ化を実施し，技報を
年間購読頂いている方々に配布致しました．これまでの
3,800件を超える貴重な研究成果をディジタルアーカイ
ブ化することにより，技術発展史として後世に引き継ぐ
ことができ，また検索機能などの充実により今後の研究
開発の効率化に大きく寄与できるものと期待しています．
更に，RCS研専 20周年記念プロジェクトの一環と
して，これまでの研究開発を振り返り，無線通信シス
テムの研究開発が今後より一層活性化することを目的
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として，記念シンポジウムを 2008年 12月 20日に機
械振興会館にて開催致しました．当日は，大学や企業，
及び OBの方々ら総勢 127名の参加者が集まり，大変
な盛況となりました．記念シンポジウムでは，無線通
信システムの研究分野で活躍された歴代の RCS研専
委員長を中心として，これまでの研究開発のキーポイ
ント，及び将来の研究開発の方向性に関する招待講演
とパネル討論を実施致しました．本稿ではその概要を
御報告します．

 2. 設立初期の歴代委員長による招待講演

　シンポジウムの第 1部は，設立初期の委員長による
招待講演でした．まず初代委員長の進士昌明先生（元
東海大学）から，「RCSの発足及び無線通信システム
研究の変遷」について御講演頂きました．RCS研専
の設立における御苦労といった懐かしい話から初期の
無線通信システム研究の課題やその克服に関する話を
ユーモアたっぷりにお話し頂き，若い研究者の方々に
とっても研究に対する姿勢を見直すきっかけとなる非
常に新鮮で有意義な御講演となりました．
続いて，横山光雄先生（当時，豊橋技術科学大学）

から，「スペクトル拡散から CDMAへ」というタイト
ルで御講演頂きました．現在広く第 3世代移動通信シ
ステムで使われている CDMA（Code-Division Multiple 

Access；符号分割多元接続）の研究開発の経緯を特に
同期技術に焦点を当ててお話し頂き，御自身の経験を
基に，時に非常に長い時間や多くの発想の転換が一つ
の技術が確立するまでに必要になるというお話は大変
感慨深いものがありました．
平出賢吉先生（日本無線株式会社，関東学院大学）
からは「ディジタル移動通信の黎明期の研究」につ

無線通信システム研究専門委員会

初代 RCS 研専委員長進士昌明先生の御講演
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いて御講演を頂きました．1970年代後半から 1980

年代の前半にかけて進められた第 1世代のアナログ
FDMA（Frequency Division Multiple Access；周波数分
割多元接続）方式におけるディジタル制御信号伝送の
研究にまつわる苦労話と幾つかの先駆的な研究成果の
紹介がありました．また，1990年代に開花するディ
ジタル移動通信の技術的萌芽が 1980年代初頭の DSP

（Digital Signal Processing）プロセッサの登場にあるこ
とに加えて，1990年代以降の研究開発における手法
が大きく変化したことが指摘されました．その中で，
研究開発に必要な姿勢とは何かについて強烈なメッ
セージを頂きました．
また，大学の要職での大変お忙しいスケジュールに
もかかわらず駆けつけて頂きました森永規彦先生（広
島国際大学）からも若い研究者に向けて激励のごあい
さつを頂きました．

 3. パネル討論「移動通信の未来」

シンポジウムの第 2部は，後代の委員長をパネリ
ストにお迎えしたパネル討論でした．オーガナイザの
山尾　泰先生（電気通信大学）から「移動通信の未来」
の題目提起がなされた後，パネリストの方々から，移
動通信の未来への展望を御講演頂きました．
赤岩芳彦先生（九州大学）は，これまでの移動通信
の発展と現状の展望から，資本主義の極限化を引き合い
に，あえて移動通信の未来は必ずしも明るくはないので
はないかと述べられ，研究者のより一層の奮起を促され
ました．小牧省三先生（大阪大学）からは，移動通信
は，人類の共有資産である電波をより自由に使うために，

65

ネットワークのオープン化とともに個人と社会の規範
を統合した電波エージェントの考えが重要となってく
るとの展望を紹介頂きました．中嶋信生先生（電気通信
大学）からは，「ヒーリング」がこれからの携帯電話の
大きなニーズになる可能性があり，その展開に向けて大
学は学際分野を連携させることで重要な役割を果たせ
るのでは，というメッセージを頂きました．吉田　進
先生（京都大学）からは，第 4世代システムの紹介の後，
日本からも新しいユビキタスネットワークの世界的な
研究開発への貢献をより活発化させるべきであり，その
ために，従来のアンテナ＋伝搬＋システムから無線イン
タフェース＋ネットワーク＋ IPアプリケーションの三
位一体の研究開発が重要とのお話を頂きました．鈴木
博先生（東京工業大学）からは，CMOSなど無線回路
の驚異的な発展を背景に，より一層の知的信号処理の確
立が鍵であり，特にマルチユーザMIMO（Multiple-Input 

Multiple-Output）が重要な技術であろうとのお話を頂き
ました．安達文幸先生（東北大学）からは，次の飛躍
は，徹底的な省電力化を実現する自己組織化した分散ア
ンテナ・マルチホップネットワークに基づく無線アク
セスネットワークである可能性を示唆して頂きました．
三瓶政一先生（大阪大学）からは，ワイヤレスエージェ
ント機能とコグニティブ無線を特徴とするユーザセン
トリックな（ユーザ中心の）無線通信を移動通信の将来
像として提起して頂きました．
パネリストの方々の御講演に熱が入り予定時間を超
過したため，会場の参加者とのディスカッション時間
が不足気味でしたが，シンポジウム後に開催された記
念パーティの中では，よりフリーな雰囲気で熱心な討
論が続きました．

 4. む　す　び

　盛況のうちに幕を閉じた RCS研専 20周年記念シンポ
ジウムは，無線通信技術の今後の更なる発展を予感させ
るに十分なものでした．この場を借りて，貴重な御講演
を頂いた歴代委員長とお忙しい中会場にお越し頂いた
方々に厚く御礼申し上げます．今後も RCS研究専門委
員会での発表・討論で磨かれた無線通信技術が，日本及
び国際的な無線通信システムの発展に貢献し続けてい
くことを祈念致します．  （文責：樋口健一）集合写真（記念パーティにて）



  2008 年後半：金融危機

昨年 9月の証券会社倒産を引き金とした金融危機
が状況を一変させました．まずはガソリンの価格に反
映され，一時 1ガロン 2ドル以下まで急落し，その
ときは，こちらの学生も大喜びでした．アメリカでも
経済状況を敏感に感じて反応するのはファーストフー
ド店のようです．1ドルメニューがあちこちで登場し，
いろいろな割引セットも用意されました．テレビの宣
伝を見ても，「安い」の基準が徐々に低くなる様子が
分かりました．こちらの学生と話をしていると，経済
危機は大都会の話であって，オハイオ州の片田舎には
関係ないことだと思っていたようです．半年もすれば
景気はすぐに戻り，自分たちは価格の下落を有難く享
受できれば良い，と楽観しているようでした．

  2009 年：新大統領就任

金融危機が発生した瞬間に大統領選は決着したよう
な気がします．オバマ大統領が 1月に就任しました．

 1. ま え が き

この冬は非常に厳しかったようで，氷点下 20度を
下回ることもしばしばありました．雪が降った方が気
温が高いという毎日でした．そうなると部屋に閉じ込
もらざるを得ません．おかげで，冬の間は研究に集中
できました．長い冬が明け，こちらに来て 2度目の
春を迎え，この原稿を書いています．
今回は留学中のアメリカでの出来事と，それにまつ
わる身の回りの雰囲気を御紹介したいと思います．

 2. 激動の一年

　2008年度はアメリカにとって激動の年になりまし
た．ここではこの 1年を，周りの雰囲気を交えなが
ら振り返ってみたいと思います．

  2008 年前半：大統領選と原油高

私が来てからの 1年は，アメリカにとっても激動の 1年
だったように思います．まずは，大統領選挙がありました．
私がこちらに来てそうそう，民主党選挙の演説でオバマ
大統領が留学先の体育館で演説を行いました．また，共
和党のマケイン候補が副大統領候補のペイリンさんを指
名したのもこの体育館でした．8月にマケイン候補が来た
とき，ぜひ大統領選の雰囲気を感じたいと体育館に紛れ
込もうとしましたが，あえなく失敗しました．この時期，原
油高が最高潮に達し，ガソリンの価格が 1ガロン 4ドル（1
ガロン＝3.78 l）を超えたときには大きなニュースになりま
した．電車がなく，車が生活の足となっているこの地域で
は，学生も毎日ガソリンの価格に敏感に反応していました．
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そしてクローズアップされたのが，自動車会社の支援
問題です．自動車の街デトロイト（ミシガン州）はオハ
イオ州と隣接しています．その影響がオハイオ州にも
伝搬してきて，地元の報道番組も連日厳しい状況を伝
えるようになりました．そこでようやく，こちらの学
生も今回の危機の重大さを感じ始めたようです．ある
ころからは，逆に私にいろいろ質問するようになりま
した．そして日本には「失われた 10年」という言葉が
あることを話すと，「10年」という期間の長さにびっ
くりしていました．

 3. 経済状況の変化が与える影響

  経済状況と研究活動

経済状況の変化が研究環境にも徐々に波及してきて
いるようで，絞るところは徹底して絞る姿勢が伝わっ
てきます．また，外国為替を見ても，ドルは海外のほ
とんどの通貨に対して相対的に弱くなっていますの
で，国際会議参加への割高感も相当なようです．その
一方，技術への投資は惜しまないという空気も感じる
ことができます．お隣の空軍施設でも，いろいろな部
門で経費削減の影響が表れていると聞きます．しか
し，研究に関しては，予算，研究環境などへの影響は
ほとんどないとのことでした．アメリカの技術開発へ
の姿勢を感じることができます．おかげさまで，私の
研究環境も何の変化もありません．

  経済状況と就職活動

日本では経済状況の変化から今年の就職活動はかな
り厳しかったと聞きます．こちらでも景気によって，
求人状況は変化しています．例えば，昨年は多くあっ
たインターンシップの募集がほとんどなくなってし
まったそうです．今年の夏は大学で研究をしなければ
ならない，とぼやいていた（？）学生がいました．一方，
就職に関しては，多少の厳しさがあるものの，工学系
の，特に大学院生に関しては，日本ほどの劇的な変化
はないように感じます．第 3回の留学記（No.8）にも
書きましたが，学位に対しての考え方の違い，そして
社会のしくみそのものが，日本の就職活動との違いと
して表れているのではないかと想像します．

  アパート戦争

私のお世話になっているアパートで契約更新があり
ました．ファーストフードなどを通じて，物価の下落
を感じていましたので期待していたのですが，家賃は
強気の値上げとなりました．今更転居するのも面倒な
ので，そのまま更新することにしました．ところで，今，
大学の周りには金融危機前に着工した学生用アパート
が完成目前です．金融危機前はミニバブルのようだった
ので，ちょっと高級感のある学生用アパートの建築ラッ
シュであり，この秋から複数箇所でオープンとなりま
す．プール，フィットネス，シアタールームなどが設置
され，大学とのシャトルバスも運行されるようで，見栄
えも設備もなかなかのものです．私の住んでいるアパー
トより広く，かつ新しいのに，安価で入居者募集が行わ
れています．経済状況の急激な変化もあり，恐らく当初
の予定より価格を相当抑えて入居者を募集しているの
だと思います．現在，学生新聞上で，大学の学生寮も交
え，お互いが比較広告を打って，壮絶な学生の取り合い
が展開されています．日本ではなかなか見ることができ
ない光景でとても面白いです．

 4. 大学教員の仕事と給料

  給料トップは学長ではなく…

先日，学生新聞を見ていて面白い記事を見つけまし
た．それは「大学はだれに幾ら払っているか」．経済状況
を如実に反映している記事です．ここは州立大学ですの
で，給与体系も日本の国立大学に似ている感じなのかと
思っていました．しかし，だいぶ雰囲気が違うようです．
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給料のトップはバスケットのヘッドコーチで，その給料
は 1年で約 38万ドルでした．学長より約 5万ドル高く，
ただただびっくりです．もっとも，バスケットに関する
チケットと広告収入で 50万ドル，更に毎年 100万ドル
の寄付があるそうで，このくらいの給料を払ってもタレ
ント性のあるヘッドコーチを引き留めたい，ということ
のようです．こちらのカレッジスポーツに対する姿勢を
感じることができる好例ではないかと思います．

  教員も成果主義

アメリカでは大学の教員にも成果主義がとられてお
り，外部資金の獲得，博士の学生を何人出したか，講義
をどのくらいしたのか，などすべて点数化されており，
給料はそれに従って教員ごとに異なります．話を聞く限
りとてもドライなシステムであり，日本では弊害論が先
にきて導入が難しいだろうな，とは思いますが，大学の
教員も競争社会の一員であることを強く感じます（もち
ろん，システムは大学，学部によっても違うと思います
ので，誤解のないようお願い致します）．
したがって，学部によっても大きく給料が異なりま
す．工学系は医薬，経営に次ぐ水準にあるようです．
これは，企業間の職種別の給料の差がそのまま反映さ
れているようなイメージです．教授の話では，大学で
は医薬系とは 10～ 20％くらいの差があると言って
いました（副収入は別）．

  工学系教員には二つのタイプ

大学教員の仕事は講義と研究室運営がありますが，工
学系のほとんどの先生が別に会社を持っており，中にはほ
とんどそちらにいて，大学には講義のときにしか来ない先
生もいます．外から大きな研究費を持ってくる教授は，そ

のお金で講義をほかの先生にやってもらって，実質講義ゼ
ロという場合もあるようです．ルールでは，外の勤務は週 2
日までと規定されているそうですが，完全に有名無実化し
ている状況である，とこちらの学生が言っていました．
こちらの学生の言葉を借りると，私のいる学科の教授
陣も，お金儲け（実用化）を第一とする教授と，学生へ
の講義と研究を第一とする教授に大別できます．私のい
る研究室の教授は後者に当たり，平日，休日を問わず毎
日大学に来ていますが，その隣の部屋の先生は 1週間
に一度見るか見ないか，という感じで，とても極端です．
どちらもその先生のポリシーがあってのことで，良い悪い
は言えませんが，州立大学の教員でも活動にある程度
幅を持たすことができる，という点が興味深く感じました．

  給料の最低額は保証されている

一方，給料の最低額は学部にかかわらず規定されてい
ます．これはAAUP（American Association of University 
Professors） という組織があり，そこで権利を確保して
います．役職名で区分けされており，准教授で 6万 5千
ドル，教授で 8万ドルとなっていました．これに，成果
報酬が上乗せされていくわけです．学生新聞にはこのせ
いで，特に目立ったことをせず退職をじっと待っている
教授がいる，と厳しい意見が書かれていました．面と向
かって厳しいことを言うものです．なお，この学生新聞
の編集長や，学生会の会長（全学で選挙があります）は大
学から 2千ドルの給料が出ているそうです．
なお，平均年収ですが，AAUPのデータによれば，

Professor, Associate Professor, Assistant Professor の順
に 11万ドル，9万ドル，7万 5千ドルだそうです．為替
相場にもよりますが，日本と比較するとどうでしょうか？

 5. む　す　び

2008年度はアメリカにとって激動の 1年だったように思
います．今年度もいろいろなことがありそうです．私にとっ
て留学が 2年あるというのはとても大きく，だいぶ慣れてき
て，今年は 1年目以上にいろいろなことができそうです．こ
ちらの生活では，今まで知らなかった文化・世界観を感じ
ることができるなど，研究以外にも多くのことが勉強になりま
す．私の留学も後 10か月になりましたが，すべてが貴重
な経験だと信じて，いろいろ取り組んでいこうと思います．





大学４年生の研究指導をしていると，数年に一度
シャノン（Shannon）限界を超える特性をたたき出す
学生が出てくる．特に最近ナイキスト（Nyquist）レー
トの整数倍の速度でサンプリングする分数間隔サンプ
リングの研究を行うようになってからその頻度が顕著
になってきた．もちろん学生が間違っているのだが，シ
ミュレーションを元に研究しているともっともらしい
結果が出てしまうため，現実にはあり得ないような結果
を平気で持ってくる．これは雑音サンプル間の相関を無
視したために現れた結果である．低域フィルタを通した
信号をナイキストレートでサンプリングすることを仮
定すると，通常のシミュレーションでは各サンプルに付
加される雑音が無相関となる．その仮定をそのまま分数
間隔サンプリングのプログラムを作成する際に適用す
ると，サンプリングレートを増加し平均するほど受信信
号の信号対雑音電力比（Signal-to-Noise Ratio： SN 比）
が増加する．先輩のプログラムを流用してプログラム
を作成するとこのような間違いを起こしがちである．
　
御専門の方には当たり前だと思われるが，フィルタ
の帯域幅と雑音サンプル間の相関に関して整理してお
く．電力スペクトル密度N0/2 の白色雑音が帯域幅±B

の理想的な低域フィルタを通過したと仮定する．図１
に示すように低域フィルタの出力は式（1）に与えられ
る電力スペクトル密度を持つ狭帯域白色雑音となる．

 2
N0

SN （ f）＝
0

（－B＜ f＜B）

（| f |＜B）
 （1）

このとき雑音の自己相関関数は時間差τに対して

 2
N0RN （ ）＝τ

B

－B
exp（ j2  f  ）dfπ τ

＝N0 B sinc（2B  ）τ
 

（2）

と与えられる．図2に示すように，サンプリング間隔が
ナイキスト間隔である1/（2B）のときのみ雑音は無相
関となるが，それ以下の間隔でサンプルすると相関が
現れる．つまり分数間隔でサンプリングした雑音サン
プルは無相関ではない．

しかし，このような失敗は一研究室内に留まってい
ないようである．サンプリングレートが増加するとSN
比が改善する旨の研究発表を過去に2～3 件拝見した
ことがある．サンプリング速度さえ速くすれば受信信
号の誤り率はどんどん低下していくのか？　もちろん
そのようなことはあり得ない．それでは無線信号処理
の研究者はいなくなってしまう．このような誤りを防
ぐために，予算など制約は多いが，理論的な検討だけで
なく実験による“感覚”の形成も研究指導の柱とした
いと考えている．
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知的ボランティアの
すすめ

通信ソサイエティ副会長（研専運営会議議長）として
今回の執筆を依頼されましたので，まず「研専運営会議」
の活動内容についてお知らせしたいと思います．「学会」
という言葉でイメージされる活動内容は，このマガジン
をはじめ，学会誌，論文誌，大会予稿集，研究会技術
研究報告など，出版物を第一に思いつくのではないで
しょうか．では，研究発表の場である大会や研究会は
だれが運営しているのでしょう．研究成果を聴衆の前
で発表し，ダイレクトにフィードバックが得られる場
である大会や研究会は，各専門分野に設立された研究
専門委員会によって主に運営されています．この研究
専門委員会から選出された代表で構成され，通信ソサ
イエティにおける大会や研究会の運営，活性化を進め
る組織が，研専運営会議です．
研究会や大会では，タイムリーなセッション企画を

用意し，会員からの投稿を呼びかけ，当日のセッション
運営を行うなど，様々な業務を研究専門委員会が行っ
ております．研専運営会議では，研究会や大会を運営
する上での様々な観点での改善，特に会員サービスを
充実するという観点での施策について議論しておりま
す．ここでは，その幾つかを御紹介したいと思います．
研究会活動を活性化するために，研究会が独自の判

断で利用可能な資金を些少ではありますが増やしまし
た．どのような形で利用するかという点については研
究会の独自色を出して頂いておりますため，会員の皆
様には画一的な形でサービスが向上したとは見えない
かもしれませんが，例えば若手発表者を対象とした賞
を設けたり，若手研究者が研究会終了後に自由に意見
交換を行えるよう学生参加者の懇親会費用を無料化し
たり，会場費の関係でこれまでは使用できなかった会
員に利便性の高い施設で開催するなど，これまで見ら

れなかった新しい施策という形で会員へのサービス向
上が図られているはずです．また，以前行われた会員
アンケートにおける，「研究専門委員会の技術領域が分
かりにくい」という御意見を受け，これを会員に分かり
やすく提示するという点での改善も進めておりました．
具体的には，ソサイエティホームページ（http://www.
ieice.org/cs/jpn/）や大会申込時の研究専門委員会の技
術領域が，見やすく改善されます．更に，まだトライ
アルという段階ですが，技術研究報告を電子化する試
みを他ソサイエティに先駆けてスタートさせ，研究専
門委員会を通じて会員からのフィードバックをお願い
しております．上記の活動はその一端ではありますが，
会員相互の意見交換の場としての研究会や大会の活性
化に向けたその活動内容を，少しでも御理解頂ければ
幸いです．
研究会や大会の活性化は，上記のいわば「快適な場づ

くり」だけでは，砂上の楼閣に過ぎません．特に，海外
の研究者などと話をしておりますと，査読などのプロ
セスを経ずに投稿でき，参加した専門家から有益な議
論によるフィードバックが得られる研究会の存在意義
を，改めて認識致します．皆様も，大会や研究会に日
ごろの研究成果を積極的に御発表頂き，真の活性化に
御協力頂くようお願い申し上げます．
ところで，大会や研究会を支える研究専門委員会，

そしてその活性化を議論する場である研専運営会議は，
ほかの学会組織と同じく，本来業務として企業や大学
で研究や開発に携わる多くの方々のボランティア活動
により支えられております．近年社会奉仕活動として
のボランティア活動がいろいろな方面で活発化してお
りますが，学会活動もこのようなボランティア活動を
基に成り立っております．このところの景気後退など
の影響で，学会ボランティア活動への意識が低くなる
こと，特に企業からの貢献が難しくなる可能性のある
ことを個人的に懸念しております．学会本来の使命で
ある学術的な観点での発展はもとより，本学会は工学
系学会ですので産業界との密接な連携が望まれるとこ
ろであり，特に企業などからのボランティア活動への
参画が望まれます．研究会運営などに携わった際に得
られた，大学，産業界を含む多くの方々との交流は，
研究者，技術者として困ったときなどにアドバイスを
得られるなど，その後の皆様の活動にも大きく資する
ものと思います．何より，専門分野の発展に陰ながら
寄与するという奉仕精神から，ぜひ本学会，そして本
ソサイエティの更なる発展のため，皆様の知的ボラン
ティアとしての貢献をお願いしたいと思います．

通信ソサイエティ副会長　山本　幹



〈B-plus〉も 10号を重ねることができました．振
り返ってバックナンバーを手にとってみると，
コンパクトな誌面ながら，会員に役立つ情報，必
要な情報が随所に散りばめられており，密度の濃
い雑誌として育ったと思います．この間，皆様か
らは，せっかく有用な情報がたくさんあるのだか
ら，紙媒体以外の電子媒体での提供ができない
か，という問い合わせをたくさん頂きました．こ
の度，有償ながら 2年分の〈B-plus〉をまとめて
CD-ROMで御提供できる運びとなりました．この
機会にぜひ御利用を御検討頂いてはいかがでしょ
うか． （Y.Y.）

ゴールデンウィーク明けの海外出張が，豚イン
フルエンザ（豚フル）のため職場より海外渡航が禁
止され，急きょお流れとなってしまったのですが，
この豚フル騒動も，この編集後記を書いている時
点（6月）では一段落？の状況で，WHOの警報も
フェイズ 6に上がってはいるものの，世界的にさ
したる混乱もなく，淡々と日常が過ぎています．
ところで，今回の編集後記で，豚フルに触れてい
る方は，果たして何名いるかしら？ （K.Y.）

最近，学生の電気・通信離れが深刻という話は
よく耳にしていましたが，我が息子が受験の年を
迎え，先日志望を聞いたところ，「電気・通信以
外なら何でもいい！」これは世の中の風潮の問題
というより，ひとえに私の不徳の致すところと承
知はしていますが…．深刻ですね． （S.U.）

ほっと一息できる身近な話題を集めるのも，な
かなか大変です．日々の仕事の中で当然と思って
いることが，話をしてみると，勘違いだったり，
突破口のヒントだったりします．研究室，職場で
の意外な話題を投稿してみませんか． （Y.K.）

今回初めて小特集の編集作業を担当させて頂き
ました．ここで改めて原稿を作成頂いた執筆者の
皆様，編集に御尽力頂いた〈B-plus〉編集委員の皆
様に深く感謝申し上げます．この過程で得られた
知見や反省点は，本誌の読者の皆様に有意義な情
報提供ができるよう今後の編集作業に活かしてい
きたいと考えています．また，読者の皆様からの
特集提案もお待ちしております． （M.M.）

国際会議報告では，会議に参加された御専門家
の皆様より，ホットなトピックスを中心に御報告
を頂いております．単なる技術的な内容の報告に
留まることなく，会議場の雰囲気までも伝えて頂
き，とても感謝しております．今後，対象とする
会議に多様性を持たせてもよいのかなとも考えて
います． （N.H.）
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