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　B-plus は創刊当初から若者を主たるターゲットにしています．若者の学会離れに対する一つのアク

ションです．大学・大学院のときに先生から言われて学生会員になっても，卒業して企業に勤めると

会員をやめてしまう若者が多いのです．大会・研究会・いろいろな場で，未来を担う若者のために何

ができるか・何をすべきか，という取組みがなされています．B-plus の体裁も R25 や週刊アスキーく

らいをねらおうという話までありましたが，さすがに専門の編集委員を雇えるわけではないので断念．

　毎年の 3月発行の春号は，特に，若者向けの小特集を組んでいます．第 4号はフレッシュマンへ

のエール，第 8号は社会人のための大学・大学院を小特集しました．また，若手研究者向けに論文

の書き方講座などのシリーズを掲載しました．留学記（第 6号から）や開発物語（第 11 号から）の

シリーズも継続中です．一般の商業誌ではなかなか掲載されないだろう記事，研究・技術開発の情報

交換の場としての学会だからこそ提供できる記事などを目指しています．

　毎号掲載している「私の研究者歴」，「私の技術者歴」が好評です．新しい技術が生まれた時代背景

の話，研究や技術開発の心構え，こういうアプローチをすべきだったなどの失敗・反省の話は，若い

研究者や技術者の心を打つようです．「科学は発見であり，技術は発明である」といわれます．人の，

世の中の，役に立つことを発明・創造するものが技術です．結果や成功したかどうかではなく，時代

背景という文脈において，人の，世の中の役に立つことにどのように挑戦したかが重要です．

　ということで，今回，第 3回目の春号ですが，名誉員の方々に学生がインタビューする，という

小特集です．お時間を頂き，また，貴重な資料を持参頂いた 4名の名誉員の方々に感謝します．何

人かのインタビューに同席させて頂きましたが，楽しそうに語る名誉員の方々と，熱心に聞き入る若

者たちの姿が印象的でした．「伝えたいのは結果・成果ではない．思想・志を次の世代に引き継いで

もらいたい」のですね．

　では，最後に，キング牧師にも影響を与えたとされる神学者 Reinhold Niebuhr（ラインホルド・ニー

バー）の良く知られた祈りの言葉から．

　　　O God, give us
　　　　（神よ，教えたまえ）

　　　serenity to accept what cannot be changed,
　　　　（変えるべきでないもの，を受け入れ・守り伝える忍耐を）

　　　courage to change what should be changed,
　　　　（変えるべきもの，をためらいなく変革することの勇気を）

　　　and wisdom to distinguish the one from the other.
　　　　（そして，守り伝えるものと変革すべきもの，を峻別できる智慧を）

出典：”Justice and Mercy”, Harper & Row Publishers, 1974.
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はじめに

　私は生涯を通して東北大学と東北工業大学を主な拠

点として仕事をしてきた．東北大学での最終講義の表 題

は「電磁波の研究 40 年」であった．その後東北工業大

学に 8 年在籍したから，研究歴としてはかれこれ半世

紀になる．ここでは私と共同研究者がこれまでやって

きた研究の幾つかについて，思い出すまま歴史物語風

にたどってみることにしたい．

電波に魅せられる

　私は 1943 年に中学校に入学した．戦中戦後はあらゆ

る物資が欠乏していた．鉄板や銅線をかき集めて小形電

気モータなどを作っていたが，やがて鉱石ラジオ作りに

熱中し，学校教材の鉱石セットから取り出した方鉛鉱や

黄鉄鉱のサンプルを利用して検波器を作った．プローブ

で結晶をいろいろ探っているうちに結晶状態が不規則に

乱れた場所で受信感度が最も高くなることを発見したと

一人悦に入っていた．何よりも鉱石ラジオが外部電源な

しで受信できることに言い知れない魅力を感じたのを忘
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れない．これによって電波が存在すること，それがエネ

ルギーを持っていることを実感できたのであった．

　自作の鉱石ラジオを月山の登山キャンプに携行し星を

見ながら音楽を聞こうとロマンチックなことを考えた．

初日は樹林の中で，アンテナを立てたが受信不能，翌日

は展望の利く岩山であったが，アンテナを立てることも，

アースをとることもままならず受信不能で，がっかりし

たことを思い出す．

　そうこうしているうちに将来無線通信を仕事にしよう

と思うようになり，大学を選ぶことになっていろいろ調

べると，それが東北大学であった．

東北大学大学院での研究

　東北大学工学部に入学，通信工学科に進学して宇田新

太郎教授の下で研究のスタートを切った．当時，学生は

親しみを込めて教授を “ さん ” づけで呼んでいた．宇田

さんは言わずと知れた八木─宇田アンテナの共同発明者

である．日ごろの口癖は「学問の世界では本邦初は意味

がない．世界を相手に研究せよ」であった．当時，私の

故郷である酒田の郵便局の屋上には宇田さんの考案にな

電磁波を友に半世紀

 東北大学名誉教授

安達三郎
 Saburo  Adachi
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る酒田─飛島間の公衆電話回線が設置されていて郵便局

の屋上のアンテナを見学したときの感激は忘れない．直

接の研究指導は虫明康人助教授で，最初の研究テーマは

半波長ダイポールアレーの利得の極限値だった．

　当時，線状アンテナを境界値問題の立場から解く方

法が脚光を浴びていた．これは境界条件を適用して得ら

れる E. Hallén の積分微分方程式（Integro-Differential 

Equation）を逐次近似的に解くもので，虫明さんはこれ

を八木─宇田アンテナの設計法に適用する研究を行って

いたが，私の研究テーマとして，この方法を波長に比べ

て無視できない大きなループに適用することを示唆し，

Hallén の英論文のコピーを下さった．

　博士課程 3 年の間，私には大きな問題が生じた．宇田

教授はユネスコからの要請を受けてインドに派遣されて 3
年間不在．肝心の虫明助教授は米国オハイオ州立大学アン

テナ研究所に留学のため 2 年間不在．その間私は孤軍奮闘

と言いたいところだが，実際は悪戦苦闘だった．大学のす

ぐそばに下宿していたが，そこを引き払って研究棟の屋上

にあるアンテナ実験室に一人立てこもった．思うにこれ

も悪くなかったのではないか．もしも教授にこれを来週ま

でやってこい，来週まで報告書にまとめて，発表しろと駆

り立てられたらどうだろう．少なくとも私は自分のペース

で自由に深く考える暇は十二分に持つことができた．国か

ら特別奨学金を授与されたことは感謝の極みである．

　私の研究成果は専ら東北大学電気通信研究所報告，

Sci. Rep. RITS, B-（Elect. Comm.）に英文で報告した．当

時，日本では英文での報告は今日のように普及しておら

ずむしろ珍しかった．世界的に論文の価値を認めてもら

うためには英文発表は必須だったのである．私と虫明助

教授との共著になる大口径ループアンテナ（Large Loop 

Antenna）に関する一連の論文［1］～［3］は後に海外で注

目され，論文，参考書，アンテナハンドブックなどに引用

された．反射板上の一波長指向性ループアンテナ（図 1）

は広帯域性や構造の堅固さのゆえに FM 放送アンテナと

して，また最近ではデジタルテレビジョン放送用アンテ

ナを構成する素子として広く利用されてきている．

　博士課程の最終年，虫明助教授が帰国し，論文提出の

可否について議論されたが，結局許可された．英文で提

出した．指導教授小池勇二郎（真空管工学）先生は私の

論文を評して曰く，「すごい，お前の論文は．東北大学工

学博士第 1 号（新制）だ．歴史に残るぞ」と．インド滞在

中であった宇田教授の温情あふれる配慮によって 1958
年 4 月東北大学助手に任ぜられた．

オハイオ州立大アンテナ研究所での研究

　虫明助教授の推薦のおかげで当時米国でのアンテナ研

究のメッカとも呼ばれていたオハイオ州立大アンテナ研

究所の Research Associate として採用可能の知らせを受

けた．早速米国フルブライト財団に渡航旅費申請をした

ところ幸いにフルブライト学者として採用された．面接

委員に一人の日本紳士がおられたが，その方は電波科学

の大御所の古賀逸策先生であったことを後になって知っ

た．文部省から留学の許可をもらい，1958 年 8 月，八

木アンテナ株式会社の社長室に八木秀次先生を訪れて渡

米のあいさつをした後，氷川丸に乗船した．

　州都コロンバスの研究所に出頭すると，事務を統括する

副所長から簡単なガイダンスがあった後，E. M. Kennaugh 
教授から研究テーマの提示があった．それは広帯域円偏

波ポラライザの解析で比較的短期間に解決した．これは

私の能力を値踏みしていたのではないかと想像した．C. H. 

Walter 教授らとの非平面二次元ルーネベルグレンズアン

テナの設計や飛行場のグライドパス用アンテナの指向性

合成，R. G. Kouyoumjian 教授らとのコニカルアンテナ

の研究に参加したほか，博士候補者の研究内容について

アドバイザから意見を求められることなどもあった．

Kennaugh 教授からは上記の研究のほか， ミサイル

やロケットのような飛し ょ う体の後方散乱断面積の簡

便で精度の良い計算法について相談を受けていた．後方

私の研究者歴
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図 1　反射板上の一波長ループアンテナ（1957）（文献［3］）
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散乱断面積の変分表示から出発して検討した結果，細長

い飛しょう体には電波の当たる前面だけでなく影の後面

にも同様に物理光学近似を適用するのがよいと提案し

た（1960, 1965, 1993）．この方法は低周波帯においてレ

イリー近似に一致する．高周波領域で用いられる物理光

学近似法を散乱体の影の部分にも延長するという意味で

私は拡張物理光学法（EPO, 1965）と命名したが，ず っ

とその名に満足してはいなかった．しばらく経ってから

ほかの研究者によって，この方法はいわゆる共振周波数

領域でも実験とよく一致することが明らかになり［4］，

こ の 方 法 は 修 正 物 理 光 学 ，Modified Physical Optics
（Adachi’s Method）と呼ばれた［5］． 

予定の 1 年の滞在期限はあっという間に経過しようと

していた．1957 年，旧ソ連（ロシア）に先に人工衛星を

上げられて米国は非常な危機感の中にあり，研究者を欲

しがっていた．私は留学の延長を東北大学にお願いした．

しかしそれは助手の身ではおこがましいことであった．

やっとのことで半年近く延長してもらった．滞在中上記

の諸論文と，大学院在学中に温めていたものを合わせて

5 編の論文を IRE（現在の IEEE）その他の雑誌に投稿して

受理されたことは望外のことであった．これらの成果は

後年米国の専門書やハンドブックなどに引用されるとと

もに，私自身も Wiley Encyclopedia（1999）にコニカル

アンテナの項で分担執筆した．

　短期間で，しかも研究三昧の滞在ではあったが，若い

ときに米国での能率的な仕事の進め方や考え方の違いを

知るなど非常に貴重な経験であったと思う．

磁化プラズマ中の電磁波動とアンテナ

　磁化あるいは磁気プラズマ（Magneto plasma）と呼ば

れる媒質中の電磁波の挙動については，電離層中の電波

伝搬という長いかなり確立された研究の歴史がある．ま

た，各種のプラズマ波動は主にプラズマ物理の興味の対

象であったが，宇宙科学と開発，核融合プラズマの加熱，

半導体のプラズマプロセスなどの領域で工学的な研究の

要求が増大した．当時，米国では人工衛星が大気圏に再

突入する際に発生するプラズマによって通信が一時途絶

することが大きな問題となっていた．

　これまでのプラズマ中の波動の研究では，固有波動自

体の研究が主で，これを励起するアンテナを含めた，つ

まり強制問題の定量的研究はほとんどなされていなかっ

た．そこで，東北大学電気通信研究所に設置された大形

スペースチェンバを利用して，この内部に放電によって

プラズマを作り，これを電波吸収材で囲むとともに，全

体に静磁界を印加して磁化プラズマを作り，その中に浸

されたダイポールアンテナの入力インピーダンスや電流

分布を測定する研究を開始した（ 図 2）［6］．この実験装

置は 1965 年ごろ，虫明教授を中心として大学院生の伊

藤  洋，少し後れて石曽根孝之さんらの尽力によって完

成したもので世界的にも例がなかったから注目された．

これと同時にいろいろな理論的研究もなされた．磁化プ

ラズマ中の電磁波については冷プラズマ，つまり異方性

誘電率で記述できるモデルのほかに，プラズマの温度効

果を考慮に入れた流体モデル，その他粒子モデルがあり，

W_BP12_z2_f
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図 2　磁化プラズマ中のアンテナ電流分布の測定装置（1969, 1970）（文献［6］）
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それぞれに固有な波動が存在するので，極めて複雑であ

る．我々は冷プラズマについて，ループアンテナを含む

線状アンテナの伝送線路モデルを提案し（1972, 1977），

これが磁気プラズマ中のアンテナの特徴的なインピー

ダンス特性を良く説明できることを示した．電子プラズ

マ波やイオン波などの三次元励起やその指向性について

も実験と理論両面で新しい成果を得ることができたと考

える＊ 1．その後になって文部省宇宙科学研究所のスペー

スチェンバを用いて同様の実験研究を行うことができた

ことはいろいろな意味で役立った．

プラズマ中のアンテナの研究は核融合プラズマの電磁

波加熱の研究にも応用された．京都大学理学部田中茂利

教授のエネルギー特別研究や日本原子力研究所との共同

研究に参加し，主にイオンサイクロトロン周波数帯（ICRF）

の加熱用ループアンテナの設計法を提案した．ループアン

テナを囲むファラデーシールドの効果を理論的に明らか

にしたことは初めてではないかと考えている＊2．

プラズマ中のアンテナの研究は期間的に 1962 ～ 92
年にまたがっており，私にとって最も長期間の研究テー

マであった．服部報公賞 （虫明教授と共同受賞，1971），

科学計測振興会賞（1978），IEEE フェロー（1984）， 本

会業績賞（1987）を受賞したが，いずれもプラズマ中の

アンテナに関した研究である．

超伝導アンテナ

　超伝導現象のエレクトロニクスへの応用について研究

していた東北大学電気通信研究所の小野寺大教授が G.

B. Walker らの超伝導アンテナについての論文を示したの

が研究の契機となった．アンテナを超伝導にする利点は超

小形のアンテナ， いわゆるスーパーゲインアンテナ

（Super-Gain Antenna）を実現できることである．不利な

ことは Q 値が大きくなって必然的に周波数帯域は狭くな

る．超小形アンテナの放射抵抗は微小だからインピーダン

ス整合回路が必須で，アンテナとともに整合器も微小でし

かも超伝導にしなければならない．むしろ，整合回路の超

伝導化が問題だと考えた．300 MHz 帯で，直径が 1/30 波

長の 1 巻の円形ループを 50 Ωに整合させた超伝導実験

で，常温 Cu のアンテナに対し 12.5 dB の利得の増大（絶

対利得，－5 dB）を得た（1976）．これは木村正一さんの卒

業研究であった．また，全長 1/15 波長のダイポールでは，

15.2 dB の増大（Q ＝ 3,700，絶対利得，－10.4 dB）を得，

全長 1/17 波長の 2 素子ダイポールアレー では，21.2 dB
の増大（ 絶対利得， －14 dB）と指向性パターンを得た

（1978, 1980）（図 3，図 4）．ロシアの研究者からは貴方た

ちの研究結果は超伝導アンテナの初めての実証的成果であ

るとの評価を得た．近い将来超伝導化技術の進歩によ っ

て，単一ダイポールの場合，その絶対利得を理想的微小ダ

イポールの指向性利得である 1.76 dB に限りなく高め得る

ことが期待される．私と芦田和秀，大貫繁雄は 1980 年の

論文で本会の論文賞を贈られた［7］．

マイクロ波による電力伝送

　 1973 年 W. C. Brown が太陽光発電衛星（SPS）の考え

を提案して以来，その実現のための基礎的検討がなされ

てきた．大きな問題の一つに電磁環境がある．地上の円

形受電アンテナから外に漏れる電磁レベルを一定レベル

以下に制限した条件の下で伝送効率を最大にする円形送

電アンテナの開口分布を求める方法を示すとともに，こ

のときの最大伝送電力と伝送効率との関係を示した．こ

れより， 伝送効率を最大値からわずかに下げることに

よ っ て伝送電力をかなり大きくできることも分か っ た
＊1　�共同研究者：石曽根孝之，大沼俊朗，澤谷邦男，藤田孝夫，大貫繁雄，

大森慎吾（1974 ～ 84）
＊2　�共同研究者：澤谷邦男，大沢（旧佐藤）右二，野島昭彦（1986～ 92）
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図 3　超伝導アンテナの実験装置（1976 ～ 80）（文献［7］）
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（1983, 1984）．これらの理論研究は宇野  亨さんの修士

論文とな っ た．導体面上のダイポール列を用いた受電

アンテナによるモデル実験を行い，到来電波電力の直流

受電力への変換効率 60 ％ を得ることができた（1984）．

この実験研究は島貫  靖さんの修士論文となった．

　 SPS が近い将来実現に至るとは考えにくいが，地球大

気圏内でのマイクロ波による電力伝送はいろいろ考えら

れるのではないだろうか．例えば成層圏を定常的に飛行

する無線中継航空機への電力伝送（1993）や宇宙空間を

航行する衛星間の電力伝送などである．当時，宇宙科学

研究所の宇宙エネルギー研究会に参加したことや，斎藤

成文博士主催の海上航行船舶間の無線電力伝送に関する

懇談会に何度か呼ばれて親しく討論したことなどを懐か

しく思い出す＊3
.

散乱問題

　アンテナや電波伝搬を含めた電波の問題には散乱（回

折）現象が中心的に関与している場合が多い．私がかか

わった研究の中から，その要約を以下に挙げる．

（1）後方多重散乱

大気の誘電率分布のように波長に比べて大きいスケー

ルのランダム媒質による後方散乱の多重散乱効果を解析

的に検討した（1975, 1977）．これは D. A. de Wolf が提

案したいわゆる累積的前方散乱－単後方散乱（CFSB）近

似法に理論的基礎を与えたものであった．この研究は伊

藤繁夫さんの博士論文となった．

（2）テレビゴースト

テレビ電波のゴースト防止に関連して，平面境界を有

する損失性媒質からの反射波を面上または媒質内に置か

れた負荷ダイポール列による散乱波によって相殺あるい

は軽減する研究を行った（1983）．大学院生の益子拓徳さん

とともに，卒業研究を行った田中耕一さんは，島津製作

所に入社後間もなくタンパク質の新しい分析法を発見し，

これが基になって 2002 年のノーベル化学賞を受賞した．

（3）ドーム形走査アンテナ

澤谷邦男助手，大学院生の前田忠彦さんは虫明教授の

定年に伴って私の研究室に合流した．当時，（株）三菱電

機からの委託に応じて電波ビームを広角度に走査できる

金属球ドームアンテナの動作解析と設計法の研究を行っ

ていた．ドームの内外に配列されたダイポール間の相互

結合を考慮した困難な電磁界解析を実行し，走査特性を

明らかにした（1986 ～ 88）．これは前田さんの博士論文

となり，前田，澤谷，安達，虫明は 1987 年の論文によ

り本会の論文賞を受賞した［8］．

（4）明石海峡大橋による電波散乱

大形コンピュータを用いた電磁シミュレーションが威

力を発揮するようになった．2 本の支柱の高さが 300 m
に及ぶ明石海峡大橋の建設によって近くの中波放送アン

テナからの電波が散乱され，そのサービスエリアがどの

程度影響を受けるかについて電波技術協会から調査を

依頼された． モーメント法により当時最高能力のコン
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超伝導ダイポール
アレー

（c） 入力インピーダンス特性（a） 放射強度特性

282 286 294 298

90

80

70

60

周波数（MHz）

超伝導ダイポールアレー

単一
ダイポール
（常温 Cu）

ダイポールアレー
（常温 Cu）

電
界
強
度（

dB
）

（b） 放射指向性

0.5

1.0

：測定値 ：理論値

270

180

90

0

図 4　超伝導 2 素子ダイポールアレーの特性（文献［7］）

＊3　�共同研究者：宇野��亨，島貫��靖，大沢（旧佐藤）右二，村松寿郎，
澤谷邦男（1983 ～ 93）
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ピュータを用いて予測した結果は，モデル実験によって

正当性が確かめられた＊4．

 （5）電波と人体

携帯電話機に関連して， 人体近傍のアンテナと人体

間の電磁相互作用について電磁シミュレーションを行っ

た研究（1988）は山田利之さんの修士論文となった＊ 5．

また，人体の電磁遮へいのための金属メッシュ の効果

についての研究は益子拓徳さんの博士論文とな っ た

（1985）．人体を模擬した塩水を満たしたボトルのそば

に置かれたダイポールからの放射電力が，電波暗室内

のモデル実験で最悪 1/2 が塩水に吸収されることが示

された（後の東北工業大学での実験）．

（6）レドームの設計

レーダ用アンテナを外部環境から保護するために多

面体レドームがしばしば用いられる．その影響をシミュ

レートするための三次元解析ソフトを開発した．この研

究は住友電気工業（株）からの委託によった＊6．

（7）FDTD 法

簡便で， 汎用性の高い時間領域有限差分法（FDTD）

に注目し た ． た ま た ま ペ ン シ ル バ ニ ア 州立大の R. 

Luebbers 教授を研究室に招くことができ，共同研究を

行っ たことは大きな刺激とな っ た（1992, 1993）．この

手法を分散性， 非線形， 異方性などの特殊媒質に拡張

（1997, 1998）するとともに，携帯電話機用のアンテナや

伝搬問題の解析に応用した．この手法は後述する地下探

査レーダの研究においても大きな威力を発揮した．また，

CRC 総研（現  伊藤忠テクノソリューションズ）と連携し

て数々の FDTD ソフトを開発した＊7．

（8）MRI 用アンテナの設計法

（株）日立製作所中央研究所と文部省（東北大学）が磁

気共鳴撮影（MRI）用アンテナの共同研究を行った．電

磁シミュレーション技術を駆使して最適設計法を探るこ

とであった．レゾネータ（STR, BCR），遮へい円筒，人体

モデルからなる総合システムを各種モーメント法と解析

的手法を併用してシミュレートできるようになった．こ

の研究は陳  強さんの博士論文のテーマであった．企業

と大学の共同研究の成功例だったと思う．その原因の一

つには企業の優れた研究者が大学に比較的長期間滞在す

ることによって互いに密度の濃い研究交流を行うことが

できたことにあったと思っている．越智久晃氏はこれに

よって論文博士の学位を得た＊8．

（9）中波放送波と高圧送電線

大電力中波放送アンテナの近くを通る架空高圧送電線

に大きな電界が誘導され，送電工事者が危険にさらされ

る場合のあることが知られている．東京電力の委託を受

け，その原因と予防策について研究を行った．原因は工

事に関連して送電線側でループ回路が形成され，それに

中波電波が一波長または複波長の共振を起こすためであ

ることが分かり，種々の対応策を提案することができた

（1999 ～ 2004）． この研究の理論と対策法は笹森崇行

さんを中心とした大学側，現場での対策，実測などは電

力会社が受け持った＊9．

逆散乱問題

入射波（波源）と散乱体が与えられて散乱波を求める

のが順問題とすれば，入射波と散乱波が分か っ ていて，

原因とな っ ている散乱体の情報を求める問題がいわゆ

る逆問題である．順問題は従来困難とされた問題もコン

ピュータの進歩によって容易に解けるようになると考え

られるが，逆問題は，逆は必ずしも真ならずで，一般に

困難で，解が求められないいわゆる不適切な問題も多い．

逆問題の解法に，順問題と逆問題スキームを交互に繰り

返すことによって逐次的に安定な解を求める方法がある．

（1）一次元誘電体層の媒質定数の推定

TE と TM 平面波の両偏波を用い，これらが幾つかの

入射角で入射したときに得られる反射係数から不均質誘

電率と導電率分布をニュ ートン逐次法によ っ て推定す

る問題を取り扱った．媒質定数と反射係数との間の非線

形積分方程式を線形方程式に近似して逆散乱操作を行っ

た．多層均質を設定して層数を次第に上げていって順問

題と逆問題を繰り返すことにより，かなりよく推定す

ることができることを示した．また，ある程度の誤差を

含んだ反射係数の大きさだけの情報で安定な解を求め得

ることも示された（1985 ～ 87）．この研究は宇野  亨さん

の博士論文のテーマであった．

＊8　�共同研究者：陳��強，澤谷邦男，越智久晃，山本悦治（1992 ～ 94）
＊9　共同研究者：笹森崇行，澤谷邦男，東京電力，関電工

＊4　共同研究者：澤谷邦男，宇野��亨（1987 ～ 89，未発表）
＊5　共同研究者：山田利之，益子拓徳，越場　聡，澤谷邦男
＊6　共同研究者：宇野��亨，澤谷邦男（1987）
＊7　�共同研究者：Raymond�Luebbers,�宇野��亨，何��一偉，陳��驪，前島��治，
　　��熊谷��謙，西岡泰弘（1992 ～ 99）
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（2） 散乱体の断面形状推定

前述した Modified Physical Optics（MPO）理論に基づ

いて，滑らかな軸対象金属散乱体の軸方向後方散乱波の

測定から散乱体の断面形状（一次元散乱）を推定する問

題を考察した．影の部分に位相補正を施した方法，更に

は減衰をも考慮した Fock 理論に基づいた補正を施した

方法によれば，細い散乱体から球体に近い散乱体までの

後方散乱波を精度良く求められることが分かった．これ

らの MPO 理論では散乱体横断面積は後方散乱波の周波

数に関するフーリエ変換で与えられることから，逆散乱

と散乱を順次繰り返すことによって散乱体の断面形状が

一定値に収束することが確かめられた．また，この方法

を二次元散乱体や，損失性誘電体の形状推定にも拡張を

試みた＊10．

（3） 地下探査レーダ（GPR）

NTT からの委託や文部省科学研究費補助金の援助を

受けて地下探査レーダの広範な研究を行った．大地上の

アンテナと地中の埋設物間の伝搬は直達波とラテラル波

の和で与えられ複雑である（1991, 1993）． 実用に耐え

る設計資料を得るためには精緻な理論解析と FDTD 法を

駆使したシミュレーション，それに苦労の多い現場検証

が必要であった．埋設物の形状をより正確に探知するた

めに送信アンテナと受信アンテナを独立に走査する方式

（Bistatic Radar）と直交両偏波を用いるのが有効であると

して提案した．試作した探査レーダ装置を使って宮城県

内の 2，3 の遺跡と考えられた現場でレーダ探査を行っ

たが，めぼしい遺跡の発見は得られなかった．つくづく

エジプトの遺跡探査で活躍している早稲田大学の吉村作

治教授がうらやましかったのを思い出す．遺跡探査の成

功の秘密は二つあるのではないか．砂漠とまで言わなく

とも地層が十分に乾燥していることと埋設物にたまたま

ぶつかる幸運ではないかと＊11．

おわりに

　広義の電気系の学生にとっていまや電磁気学は必ずし

も必修科目ではなくなっているのかもしれない．研究対

象とする領域は想像をはるかに超えて広がり，専門分化

が進んでいる．しかし，多くの創造的な研究成果が専門

領域を超えて異分野との融合によって生まれることを考

えると，電気系のみならず他系の学生諸君も是非マクス

ウェルの電磁気学の世界観に接してほしいと強く望んで

筆をおく．
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この本を
　　  お勧めします
―若手の技術者と研究者へ―

　本書の副題は「何故リーダーの判断ミスは起きるのか」
である．最初に事故や経営悪化などの事例を示し，そ
の中に見られる「合目的ではない判断」を「愚かな判断」
として抽出している．その道のプロによる「愚かな判断」
は異様ではあるが，確かに存在する．
　本書では，特に，会議結果による判断について，詳
細な分析が加えられている．課題における役割を，リー
ダー，エキスパート，素人に分類し，それぞれの立場を，
反対，不在，追従，要求，生産に割り当て，愚かな判
断に至る「力学」を論じている．ここで，生産とは誤
りの実現や決定，要求は誤った方向への要求，追従は
誤りの容認のことである．本誌（創刊号）にもすでに
掲載された「要求仕様の探検学」（D. C. ゴース，G. M. ワ
インバーグ 著，黒田純一郎 監訳，共立出版，1993）
と比較して会議における役割の分類は大くくりである
が，判断の力関係を論ずるにはこの方が便利かもしれ
ない．これらの役割と立場の組合せに応じて，多様な
判断ミスの形態が見えてくることが面白い．「自称エキ
スパート」，「厳しすぎる秩序」，「無秩序」などが判断
ミスの原因になる理由も明確に記載されている．

　著者は，多様な判断ミスの分析結果を用いて，会議
における役割を適切に果たすための注意事項を示して
いる．ここで，「愚か」ではない合目的な判断をするた
めには，目的に応じた会議の力関係が必要であること
が見えてくる．著者は，多様な状況に適切に対応する
ためには，会議の力関係に理想的な単一モデルのみを
選択することは不可能であることを指摘している．つ
まり，力関係は柔軟に変更されなければならない．成
功例として，戦争という極限状態を生き抜いたある集
団を取り上げている．あるときは中央集権的命令に服
従し，あるときは玄人の自主的判断に任せ，またある
ときは小集団への分権が柔軟に実施されたそうである．
いろいろな要因に応じて指揮命令系統を柔軟に変化さ
せることにより，致命的な誤りを避けている．
　それでは，このような柔軟さを実現するための必要
事項は何であろうか．著者は，解決の可能性として，「横
のつながり」を指摘している．「横のつながり」により，
当事者各人が組織の共通価値と遵守手順を自動的に尊
重できるようになる．このような組織の具体的実現方
法は，「アメリカ海兵隊式経営」（D. H. フリードマン 著，
白幡憲之 訳，ダイヤモンド社，1999）などに詳しい．
海兵隊の兵士が，戦略的目標（共通価値）と交戦規定

（遵守手順）をたたき込まれた上で戦場に向かうように，
どのような組織にも共通な事項かもしれない．
　本書は「アメリカ海兵隊式経営」の理論的根拠を与
える本かもしれない．また，本書を片手に「命令違反
が組織をのばす」（菊沢研宗，光文社新書，2007）な
どと読み比べることも興味深い．本書は，職場の人々
との間合いを考える上で大変参考になるはずだ．
 (S.O.)

Review 01

愚かな決定を
回避する方法
何故リーダーの判断ミスは起きるのか

C.モレル 著
横山研二 訳

講談社＋α新書 ，2005 年 12 月発行
238 ページ，920 円 
ISBN：978-4-06-272350-3
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「鉄子」，「鉄ヲタ」なる言葉をよく聞くようになった．
昔で言う「鉄ちゃん」，「テツ」で鉄道マニアを指す言
葉であるが，今のようにテレビドラマやアニメなどに
扱われるような陽の当たるメジャーな存在ではなかっ
た気がする．時代は変わるものである．地方の学会に
行くと，「○○の電車で来た」，「△△の列車にわざわざ
乗る」などの会話がよく聞こえてくる．さすがに本会
は「鉄ちゃん」が多いようである．

著者は都立高校教師の傍ら旅行作家もしている鉄ちゃ

んである．本書によると鉄ちゃんは，乗りテツ，撮りテ
ツ，収集テツ，模型テツの 4 種類に分類され，更に，そ
れぞれには，個人の趣向に応じて，様々なこだわりがあ
るらしい．例えば，新幹線を認めないとか，海外は無視
するなどである．著者が，『今日から私たち「鉄ちゃん」
の一員になってみませんか ?  ……本書は，鉄道ならぬ
テツ道入門―テツの先輩として，みなさんに鉄道の楽し
み方を伝授しましょう』と書いているだけあって，本書
は，鉄ちゃんの立場からその生態，具体的には，テツが
どう考え，どう行動し，どんなに役に立つのか，そして，
いかに楽しく素晴らしいかを述べている．更に，一般に
も役に立つ情報，お得な切符は何か，どの列車のどこに
座ると景色が良いかを始め，どういうものを収集してい
るのか，イタリアで撮りテツをすると捕まるなど，様々
な情報が満載である．

本書に挙げられた，幾つもの経路，列車に乗ったこ
とがある私も，鉄分が多かったのか，と自覚させられ
た 1 冊である． （M.T.）

Review 02
テツはこう乗る
鉄ちゃん気分の鉄道旅

野田　隆 著

光文社 ，2006 年 4月発行
253 ページ，777 円
ISBN：978-4-334-03352-1

　皆さんも雪の結晶を見たことがあるだろう．自然が
作り出した美しさに心を奪われたに違いない．雪の結晶
は沢山の種類が知られている．そのすべてがなぜ六角形
なのか？ 本書はこの疑問から始まりこの疑問で終わる．
天文学者のケプラーも数学的に解明しようとしていた問
題である．雪の結晶が六角形である謎を解くのは簡単で
はないのだ．自然界には，このほかにも蜂の巣，動物や
魚の縞，波の形，貝殻の模様，砂丘の縞，果ては宇宙の
形に至るまで，子供から大人まで不思議に思うデザイン

が数多く存在する．本書を読んでいると，シマウマが灰
色にならないで縞になっている理由，昆虫や動物の足の
運び方の理由などが理解できるだろう．
　本書では，雪の結晶が六角形である理由を説明する
ために，先の自然界に存在する様々なデザインについ
て，対称性，フラクタル，カオスと，難易度を一つず
つステップアップしながら解説していく．そのステッ
プは，数学と物理の歴史でもある．皆さんも聞いたこ
とがあるギリシャ時代，中世や近代の偉人が発見した
法則や逸話が登場し，最新の量子論や宇宙論にまで展
開していく．その説明には数式を一切用いてはいない．
　著者は，英国，ウォーリック大学教授の数学者で，
Nature などにも寄稿する専門家である．また，テレビ
のレギュラー番組なども持っている．本書もその経験
を生かし，専門知識がない一般人にも理解できるよう，
多くの図を用いながら，分かりやすく丁寧に論旨が展
開していく．自然界のデザインの理由が納得できるこ
とは間違いない．トリビア好きにはたまらない 1 冊と
なるだろう．　　　　　　　　　                    （M.T.）

Review 03
自然界の秘められた
デザイン
雪の結晶はなぜ六角形なのか ?

イアン・スチュアート 著
梶山あゆみ  訳

河出書房新社 ，2009 年 7月発行
300 ページ，2,730 円
ISBN：978-4-309-25229-2
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　「GM にとって良いことは米国にとって良いことだ」．
1950 年代，GM の社長チャールズ・ウィルソンの言葉
といわれている．自動車産業が米国を象徴する産業で
あった時代，すなわち「米国の世紀」，を象徴する言葉
である．米国に君臨していたビッグスリーの自動車産業
は，1970 年代初頭の石油ショックで大きく変動する．
低燃費を武器に日本の小型車が米国市場を席巻し，大型
車中心の米国の自動車産業はその存続の危機を迎える．
本書は，大量生産方式を確立し自動車産業そのものを興
したともいえるフォードと，戦後の復興を経て米国への
進出を開始した日産自動車を中心に，自動車に賭けた男
たちを描くノンフィクションである．
　若者に勧める理由は，1）文句なしに面白い，手に
汗握る本というのはそうめったにない，2）労使紛争
や派閥闘争など米国という国のシステム・制度・組織
が見えてくる．更には，「自動車」は「技術」を抜きに
は語れない．技術者の直面する様々な課題，技術以外
の要素によっていかに技術は影響を受けるか，という

歴史を垣間見ることもできる．「今では，金を儲ける人
間は物を生産せず，物を生産する人間はさしてお金が
儲からない」．本書が書かれたのは 1986 年だったのだ
が…．
　本書は，また，優れた文明批評でもある．例えば，「日
本の産業の成功の要因，特に戦後におけるその急成長の
決定的な要因は，産業の隆盛期と中産階級の生活様式の
定着化が時を同じくして到来したことにある」とハル
バースタムは言う．むろん，世界に類を見ない大量の均
質な中産階級というものがあったからこそでもある．こ
の結果，米国が 40 ～ 50 年かけてやったことを，日本
は 10 ～ 15 年でやってしまった．そして，追いかける
目標・ドリームがなくなった日本は，その後ずっと右往
左往している（日本にとっての一つのレファレンスは，
成熟の後の持続可能な社会を目指している欧州にあるの
ではないか，と思う）．
　米国，という国を理解するのにハルバースタムの著
作は最良のガイドである．「ベスト＆ブライテスト」（朝
日文庫，全 3 巻，2009）は，米国を代表するエリー
トたちがなぜベトナム戦争に突き進んだかを描いてい
る．大衆を操作する新聞というメディアの内幕を描く

「メディアの権力」（朝日文庫，全 4 巻，2007）もお勧
めである．それにしても，米国という国は，決して成
熟しない，闘争心がないと生きていけない国，である．
歴史も継承すべき文化もなく，様々な民族・宗教から
なる移民によって「創りあげられた国」（Nation ではな
く States である）としては，上昇志向だけが唯一・共
通に納得できるものだったのかもしれない． （K.Y.）

Review 04

覇者の驕り―
自動車・男たちの産業史
〈上〉〈下〉

デイビット・ハルバースタム 著
高橋伯夫 訳

新潮文庫，1990 年 9月発行
〈上〉653 ページ，〈下〉599 ページ
680 円（上下巻とも）
ISBN：〈上〉978-4102327012
ISBN：〈下〉978-4102327029



 はじめに

学 生  インタビューを担当することになりました．通信
分野の大先輩である葉原名誉員からお話を伺う機会を頂
きありがとうございます．よろしくお願い致します．

葉 原  今日はインタビューということですが，インタ
ビューというのはインタとビューでできた言葉ですね．
だから，お互いにビューする，ということで，私からも
学生さんに幾つか聞いていきたいと思います． 

 パラメトロン～時分割形交換へ

学 生  名誉員の推薦文で葉原さんの御経歴を拝見しまし
たが，NTT（電信電話公社）武蔵野電気通信研究所（以下，
通研）に入所された最初のころ，パラメトロンの研究に
携わられたとあります．まずその辺りの話を伺えれば，
と思います．

葉 原  マクロにはそのとおりで，入社後の訓練を終えて
最初に取り組んだのがパラメトロンでした．ところで
ちょっと斜めのことを言いますと，〈通信ソサイエティ
マガジン B-plus〉No.3（2007年冬号）に安田靖彦先生が
「私の研究者歴」を書いておられます［1］．その中に「技
術には一般にライフサイクルがあって，想定されたライ
フサイクルを全うできなかった不運な技術もある．パラ
メトロンや INSなどはこの範ちゅうに入れられよう」と

書かれています．この安田先生から烙印を押された二つ
に私はもろにかんでいるのです．私の研究所生活の半分
ぐらいがこれに絡んでいました．
　　ですから，安田先生から烙印を押された技術をやって
きた人間から話を聞いてもロクなことはないだろうとい
うのが最初に申し上げておきたいことです（笑）．安田先
生はよく存じ上げているのですけれどね．
学 生  パラメトロンがどういう経過をたどったのか，私
たちは詳しくは知りませんが，もし本当に不運だったの
であれば，そういう研究をなさっていて途中でやめてし
まおうとお思いになったことはありませんか．そういう
ときはどうなさったのでしょうか．実は今，実際に研究
していて，結構行き詰まることが多いのです．
葉 原  技術の評価は人により，時代によって一様ではあ
りません．少なくとも私たち自身そんなことは思ってい
なかった．何しろ未知のことだらけですからやりがいが
あったし解決したときは嬉しかったし面白かった．しか
し，万一やめたいと思ったとしても組織としてやってい
るからそれは言ってはいけない話であって，とにかくがん
ばることですね． 

学 生  はい． 

葉 原  しかし，苦しくてもやっているうちに何か得られ
るものがあります．回り道をしたゆえに得られることが
あるのです．真っすぐ進もうとするから行き詰まるので
あって，ちょっと横を見ると何か違う道があるかもしれ

葉原耕平名誉員に聞く
　昭 30 京大・工・電気卒．同年 NTT 入社，武蔵野通研基幹交換研究部長，技術局次長，研究開発本部副
本部長兼通信網研究企画室長，理事通信網第一研究所長． 昭 61 ATR 代表取締役副社長（研究担当），平 8
同顧問．平 2 ～ 5 早大，平 12 ～ 15 東大各客員教授．昭 60 ～平 3 電信電話技術委員会（TTC）標準化会議（初
代）議長，平 3 同名誉議長．工博．昭 39 本会稲田賞，平 7 功績賞． IEEE Life Fellow．平 13 フランス共和
国国家功労勲章 “ オフィシエ ” 叙勲．著書「ディジタル総合網」（産業図書，平元）など．
　この間，NTT においてディジタル交換・通信網技術の研究実用化を推進，ISDN（INS）基本構想の策定， 
INS モデルシステム実験を指揮，商用ディジタル通信網形成の見通しを明らかにした．
　一方，標準化に関して国際的には CCITT で ISDN の標準制定の準備段階から関与，国内的には，TTC にお
いてディジタル通信綱に関する標準策定に貢献．
　昭 60 以降，ATR の設立準備とその研究マネージに携わり，電気通信分野における基礎研究・研究者の国
際交流と ATR の高い国際的評価に大きく貢献した． 
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伝えたいこと，聞いておきたいこと ―学生による名誉員インタビュー―

Kohei Habara
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ない．これは，年を取ってきて後から振り返ってみると
分かることかもしれませんが．

　　もう一つの INS（ISDN）はもう 20年以上，今でも細々
ですが使われているわけですから，時代の流れからいえ
ばそれはそれで十分機能したともいえるのではないで
しょうか．INSというのは，グローバルに見たときの波
及効果は結構大きかったといえると思います．

　　パラメトロンも安田先生から不運な技術とされてはい
ますが，パラメトロンは当時東大大学院生だった後藤英
一さんが発明したもので，これに最初に目をつけられた
のは喜安善市さん（元名誉員，故人）です．喜安さんは非
常に目先が利くというか，物事の本質をパッととらえる
のが上手な方で，私はそのグループで下働きを一生懸命
やったのです．そのころ，昭和 30年代，1956，57年ぐ
らいですから，トランジスタというのはまだ全然使い物
にならない，とにかく使える論理素子はほかになかった
のです．これは裏話ですが，「将来トランジスタが使え
るようになったら（工業技術院）電気試験所（電総研→
産総研）でやって下さい，それまで通研はパラメトロン
でがんばります」ということで進めたと喜安さんが話し
ていました．それで私はパラメトロンの担当者で，来る
日も来る日も実験をやっていました．

　　詳しくは話しませんが，パラメトロンの基本はインダク
タンスとキャパシタンスで作った共振回路で，インダク
タンスはフェライトコアで作っていました．

　　私が最初に与えられたテーマのパラメトロンの性能は
フェライトコアの形状に依存していて，最初はどういう
特性になるかよく分からないので，とにかく砥石で研い
で丸いコアの一部を少しずつ薄くしていって，その度に
データを取るということをやった．するとだんだん特性

が良くなったのです．研いでいるうちにポロッと欠ける
ともうそのサンプルはオシャカで，また初めからやると．
それで何週間もかかったのですけれども．そうこうして
いるうちに特性が下がり始めた．つまり，ピーク値を得
る条件が分かったのです．ちょうど第 1次南極観測隊が
後の昭和基地に到達（1957年 1月 30日）する寸前でした．
　　そんなことで実際にパラメトロンを素子として使える
ようにして，メーカさんの協力を得ながら別部隊が大き
な装置を作るということになりました．パラメトロン用
のフェライトコアはメーカさんに作ってもらうのですが，
コアの非線形特性まで合わせなければならない，という高
度な技術ですから，そう簡単にそろったものはできなく
てロットごとに少しずつ特性が違うのです．それで「この
ロットはコイルを 10回巻きなさい，このロットは 11回
にしなさい」と，毎日データを取ってそれをメーカさんに
伝えて，それによって大量に作りました．それを私一人が
決めていたのです．大切ですが，単純作業の連続でした．
学 生  その素子を 1個作ると 1ビットなのですね． 

葉 原  そうです．フェライト素子 1個にコイルが 2か所，
10回ずつぐらい巻いたのがインダクタンス，それから
コンデンサと抵抗があって，この部品三つで 1ゲートに
なるので，ものすごく高くつくわけです．でも，当時，
論理素子はそれしかなかった．あとは真空管ですね．

　　ここから先はまた裏話になるのですが，もう半世紀も
前の話だから学会誌のような場でもオープンにしてもい
いでしょう．メーカさんの技術営業が「葉原さん，サン
プルにこのへんのフェライトコアをもらっていいです
か」と言うので，「いいよ，幾つでも持っていきな」と言っ
たら，「じゃあ，三つ，四つもらっていきます」と持って
いったのです．何に使うのか聞いていなかった．そうし
たら，しばらく経って，「現場から，作りにくいという
声があるのですが」と言われたので，「なぜ」と聞いたら
「コイルが巻きにくい」と言うのです．それでハッと思っ
たのは，実は私は六四の右利きなのです．字を書くのは
右ですが，何かのはずみに左利きの癖が出てくる．　　
　それで気が付いたのは，コイルは左利きの癖で巻いて
いたのです．それをメーカの人は，「非常に貴重なサンプ
ルだからこのとおりに作れ」と言って工場に流してしまっ
た．そうしたら右利きの工員さんが一生懸命それをやっ
て，それで「巻きにくい」と言ってきたのです．
　　実は私は，そのときまでそういうことには気が付かな



16 通信ソサイエティマガジン  No.12［春号］2010

かったのです．当時のレポートには証拠が残っています．
それには左利きで巻いた絵が描いてありますが，自分が
作ったとおりに描いたのです．これを私は左巻きのパラ
メトロンと呼んでいます．右利きの人が描くと，線の巻き
方が反対になる．しかし，それを描くときは何とも思って
いなかった（笑）． 

　　そんなことがあって，後々，そういう話を特別講義なん
かを頼まれたときにしたのですが，それはそのときに技
術営業としてはどうすべきであったか，という設問です．
社会生活では答えは一つと限っているわけではないこと
の方が多い．ちょっとそういうことを考えてみなさいと．

　　まず，原理を考えればどっち巻きでもいい．それが一
番の基本です．自信がなかったら実験してみればいい．
それでも自信が持てなかったら私に聞きにくればいい．
そのどれもやらずにいきなり量産に流してしまった．こ
れはまずかった．しかし，そういうことがあったために，
私の頭に非常に強く残っていて，教訓として何十年も後
に学生の皆さんに言えるという種をまいた功績は大きい
（笑），そういう話をしていたのです．
学 生  きょうは，フェライトのコアなどお持ちですか．
葉 原  これがパラメトロンの回路です．これはもう日本に
多分一つしかない．ただ，これは私の事件があって以来
コイルは右巻きになっている（笑）．全部で 25個の素子
で，直径 1 cmほどの黒いのがフェライトのコアです． 

学 生  これは，何年ぐらい前ですか． 

葉 原  昭和 35年，1960年ごろですね．このころからコン
ピュータが発達してきたのですね．それからまだ 50年
ぐらいしか経っていない．世の中の技術が半世紀でどれ
ほどすさまじい進化をしたかということですね．

　　ついでですが，パラメトロンではコアの非線形特性が
大切で，それをきちんとそろえて製造するというのは大

変なことなのですが，日本のメーカさんはこれを大量に
立派にやり遂げたわけです．パラメトロンに発するこの
素地があって，日本のフェライト技術は大進歩したと思
いますね．そして，トランジスタの時代になって立派な
コアメモリが作れてコンピュータ技術を支えたんだと思
います．これが欧州のコンピュータのように IBMなど
に席巻されずに済んだ一つの要因ではなかったかと，私
は思っています．波及効果が大きかった一例だと思って
います．
　　いずれにしても，パラメトロンの仕事というのはそれ
で一応終わりになって，その後，私は電子交換機の仕事
に移っていったのです．当時はいろいろな方式があった
のですが，多くの人は後に NTTが大量に導入した空間
分割形電子交換機というのが主流と思っていました．そ
れと別に時分割形の交換機というのが世界的にも注目を
浴びていました．
　　しかし，これは当時としては大変難しい技術でした．
この時分割形の交換機でも幾つかの方式があって最初は
パルス振幅変調方式（PAM）というのが研究されていて，
その中でも実現するなら 4線式というのが本命だろう，
当時はそう思われて時分割形に携わった研究者のほとん
どはそちらに関係していました．英国はその方式だけを
大々的にやって結局は大失敗したという歴史がありま
す．通研ではしかし，いきなり商用機を作るという冒険
は避けて地道に研究を進めました．しかし，時分割形に
は更にオールタナティブの 2線式というのがあって，原
理的には「レゾナントトランスファ回路」というのを使
う極めて巧妙で面白いものだったのですが，多くの人は
商用には多分使い物にならないだろう，と思っていまし
た．しかし，本当に使えないかどうか確認しておく必要
があるというので，それを私が「やれ」と言われたわけ
です．本命の当て馬の更に当て馬，「駄目」であることを
証明するというのが私の立場だったのです．しかし，こ
のとき，この方式の欠点を改善する我ながらうまい手を
考えたのですが，これには実はパラメトロンの知識が大
変役立ったのです．一見無縁に思えますが…．
　　この研究に限らず時分割形の交換機では，高速で動作す
る電子スイッチが必要です．こういう時間的にオン・オ
フ（オンの割合は 1/100程度）する素子を含む回路全体の
伝送特性，これは実際に電話ユーザまでケーブルや電話機
がつながった際，きちんと把握しておかなければなりま

フェライトパラメトロン（25ユニット）

フェライトコア

　図　フェライトコアを使ったパラメトロン
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せん．実はこれが大変難題だったのです．時間的にゼロ
と無限大を繰り返す素子（スイッチ）の等価回路をどう表
現すればよいのか，最初は見当もつかない．来る日も来る
日も鉛筆をなめて紙とにらめっこ，1～ 2か月は四苦八
苦しましたね．ですが，もがいているうちに解が得られた
のです．そして，分かってみれば「なーんだ，こんな簡単
なことだったか」．実に単純明快，原理的にも極めて理に
かなったものでした．私はこれで学位を頂きました．

　　その後，PAM方式では限界があることが分かってきて，
私を含めて時分割形の研究は PCM方式に移りました．し
かし，結局は時分割形の研究は棚上げになりました．その
主な原因はまだ ICが成熟しておらず，経済性の問題を残
したからでした．更に交換機を取り巻く周囲の状況もまだ
アナログ回線が主流で PCM回線はごくわずかでした．で
すから，私は 30年強 NTTにいましたが，最後の 10年ぐ
らいは，陽の当たる王道を歩いてきたように見えていた
らしいのですが，この時分割形の研究の 10年くらいは，
まあ，良くて曇，大体は雨，ときには土砂降りという生活
だったわけです．

 国際標準化への貢献

葉 原  つまり，私はモノにならない物ばかりやっていたわ
け．しかし，そのときやったことは，国際的に見て非常
に日本のためになったと思っているのです．というのは，
そのときに作ったのは DEX-T1という PCM交換機です
が，室内実験機とはいえ五体満足にちゃんと動作したの
は，世界に我々の作ったものしかなかったのです．本当
にデータをまじめにとったのは我々だけだったのです．

　　それで私は CCITT＊のある会議に日本人の交換技術者
として一人だけ出席したことがありますが，DEX-T1の
実績をもとに堂々と意見を言うことができました．

　　このことを含めてディジタル交換の詳しいことは会誌
の 2007年 6月号の「特別解説」［2］に書いておきまし
たので，興味があればそちらを読んで下さい．今日は会
誌には詳しくは書かなかったことを一，二お話しします．

　　私は CCITTでのディジタル網の研究の歴史などに
ついて IEEEの Communications Magazine （Commun.  

Mag.）に記事を書きましたが［3］，CCITT事務局の技術
者（フランス人）がそれを読んで「良い記事を出してくれ
た」と．「ついては，あのときにこんな裏話があったん
だよ」ということを教えてくれたわけです．そうすると，
それと当時の世界の電気通信分野の政治的な動きとの関
係が赤裸々に分かってくる．ただし，記事を出したのが
20年も後のことでしたから，それが分かったのも 20年
後でしたけれども．またそれを日本で知ったのは多分私
が最初でかつ一人だけでしたが…．
学 生  その裏話というとどういうものなのでしょうか．
葉 原  それはいわゆる ISDN，NTTでいえば INSのこと
です．1972年のことですが，CCITTでは次会期（1973～
76の 4年間）にディジタル網の研究をどう進めるかとい
うのを真剣に考えなければいけない．そこで，「各国の
意見を求める」という非常に有名な Circular Letterが出
たのです．1972年の 7月 28日付けです．ですが，それ
は「研究の方針を問う」という格好をとりながら，各国
がディジタル統合についてどう思っているかということ
を問いかけるいわば踏み絵でもあったのです．
　　その 3か月後の 11月 28日に会合があって，欧州は積
極的でした．日本は非常に大事な技術だけれど急ぎすぎ
てはいけないと．このドキュメントは先輩がまとめられ
ましたが，私（武蔵野の通研）は先輩（日比谷）と何時間
も電話で打合せをして耳が痛くなったことを覚えていま
す．ところが米国は「ディジタル統合などとんでもない」
と一人反対しました．それは非常に有名な話で，このこ
とも，先ほどの Commun.  Mag.に書きました．
　　しかし，なぜ米国が反対したのか，当時は少なくとも
我々には真相は分からなかった．裏話というのは，その
真相のヒントをこの CCITTの事務局の人が教えてくれ
たのです．つまり，「あのドキュメントは米国政府が出
したもので，電話会社である AT＆ Tの意見は完全に無
視されていた」というのです．これで私はピンときまし
た．そのときの米国政府の FCC（連邦通信委員会）の考
えではそうならざるを得なかった．当時米国では，電話
の通信と新しい情報通信みたいなものの棲み分けをどう
するかというのにコンピュータインクワイアリという調
査を何度かやっていて，「電話とコンピュータみたいな
ものを一緒にやるというようなことは独禁法上問題があ
る．それはやるべきではない」と．だから FCCは，「高
度通信サービスと電話は別だ」という方針を出した，と

＊�国際電信電話諮問委員会（Comit �Consultatif�International�T l graphique��
et�T l phonique）．国際連合の国際電気通信連合の中で標準化を行って
ている団体．現 ITU-T．
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いうか出さざるを得なかったのです．
　　ところが ISDNはまさにそういうことをやろうとして
いるわけですから，米国政府としては，「それを推進す
べきだ」とは口が割けても言えない立場だった．こう考
えるとすべてがよく分かりました．

　　ついでに，CCITT事務局の人は，後に米国の学者が「米
国政府はこんな失態をやらかした」ということなどを教科
書にしているということも教えてくれました［4］．

　　こんな裏話が聞き出せたのも CCITT事務局の人との
長い付き合い，それ以上にきちんとした記事を Commun. 

Mag.に出したからで，言ってみれば give and take のごく
当たり前の，しかしとても大事なことの結果だったと思
いますね．また，これに類したことはあちこちで起こっ
ているのだろうと思います．多分，どんな世界でもそう
でしょうが，見掛け上の現象だけではなくて，その裏で
何が起きているかということをいろいろな角度から調べ
るということが必要で，それを知らずに突き進むと藪を
つつきますから，そういうのがますます大事になってき
ているという気がします．

学 生  勉強になりました．
葉 原  もう一つ．DEX-T1の研究が一段落したころ，たま
たま日本での会議に来ていた米国のメーカの人ですが，私
たちが書いた英文の論文を渡しておいたら，「面白くて一
晩で読んだ．すごいことだ」と言って，翌日，びっくりし
て褒めてくれました．その人とはそれ以来ずっと付き合っ
ています．後に IEEE Communications Society のプレジ
デントまでやった人です．

学 生  外国語の，特に英語での論文化が大切，というこ
とが，勉強になりました．

葉 原  ところで，最初に聞くべきだったかもしれません
が，事前にもらった質問に「こういう研究に入ろうとし
たきっかけは何だったか」とありましたが，逆に皆さん
は，今，やっている仕事，研究に入ろう，就こうと思っ
たきっかけというかモチベーションは何ですか． 

学 生  私は，通信の分野に行きたいと思ったのは，中学生，
高校生になるころに携帯電話が出だしたので，それを見
て「これはすごい，これで通話ができるのだ」と思って，
そのしくみがどういうふうになっているのだろうと興味
を持って，大学に入って通信の方に行きました． 

学 生  僕は昔から理科系の科目が好きで，最初は化学の
ほうに興味があったのですが，小学生のときに，学研の

「科学と学習」という雑誌の付録のラジオを作って，ゲル
マニウムラジオ，アンプなしで聞こえるラジオを作って
いました．すごく小さい音だったのですが，本当に聞こ
えたのにすごく感動して，それから趣味でもアマチュア
無線に向かって，という感じで無線のほうに一直線に来
てしまったという感じです．
葉 原  そういう周りの環境，どういう時代背景だったか
というようなことが大変大きいと思います．
　　私の場合は，最初にそういうことを聞かれても困るなと
思ったわけ．あまりにも時代背景が違うので．なぜかと言
うと，私が子供のころは戦争中で何もない．中学（旧制）
に入った年に敗戦，戦後は輪をかけたものすごい窮乏の時
代で，本当に何もなかった．空襲で焼けてしまって校舎
もない．そういう時代を過ごしたわけで，私は昭和 26年
（1951）に大学を受験したのですが，そのころ，大学の進
学率は 10％ぐらいだったのではないでしょうか．
　　そういう時代ですから，何のために何をやるかなんて
よく分からない．中高生のころは，ラジオを作って近所
に売って日銭を稼いだりしていました．そんなことから
電気やラジオのことはある程度興味を持っていて，高校
2年の終わりの春休みには当時学校放送の施設がなかっ
たので，仲間数人とそれを作ったりしてきました．そん
なことで大学では電気に進みましたが，就職も当時は指
導教官から「君はここに行きなさい」という時代です．た
だ，通研から母校に迎えられた前田憲一先生（元名誉員，
故人）から最新の情報理論を聞いたときは感激でしたね．
当時はディジタルという言葉を知っている人はほとんど
いませんでした．そういう時代です．ですから，時代背
景に左右されることが多いわけで，世の中は 10年，20

年でガラッと変わりますから，それにあまりとらわれる
必要はないと思うのです．そのときどきでできることを
やる．そうすると何か道が開けると思います．

学 生  先ほどのお話で，土砂降りの期間が結構あったとい
うことですが，晴れていなかったと．それ自身は葉原さん
としては面白くなかったということはないのでしょうか？ 

葉 原  研究としては，その中に自分たちなりに面白みを
見つけ出してきたのです．例えば PCM交換はそれ自身
未知の分野を開拓する，という自負と面白みがありまし
た．ついでに，このときの教訓として，何でもよいです
が，システム全体を図に表そうとしたとき，図が複雑に
なってしまうシステムは結局は世に中に認められない，



学生による名誉員インタビュー：葉原耕平名誉員に聞く 19

小
特
集
｜
伝
え
た
い
こ
と
、
聞
い
て
お
き
た
い
こ
と

Interview

シンプルな図で表現できるシステムが生き残る，という
ことを実感しました．

 マネージャの役割

葉 原  研究の話はとりあえずその程度にして，それから
後は，私は NTTの中で技術局という部署を経験して，
そのときは現場に交換機を導入する責任者でした．電子
交換機はソフトウェアで動かすのですが，当時，ソフト
ウェア技術はまだ未熟な面があって，最初はなかなか動
かない，ムシが一杯で．けれども多勢の技術者が必死に
やるわけですよ．しかも既に導入済みの電子交換機のソ
フトを新概念で作ったソフトに大量に入れ換えるという
ことをやっていた時期で，担当の次長という責任のある
立場でしたが，次長が直接手を下して何かをやるという
ことはないのです，担当が一生懸命やるだけで．

　　だけど，みんな必死になってやってくれているから
何か良い話がないか，そういうことばかり考えていた．
D10という電子交換機ですが，当時，NTTは，日本電気，
日立，沖，富士通の四つの会社に作ってもらっていまし
た．それぞれの会社の交換機はみんな 100ユニットが既
に入っている．「そろそろ 500に近いはずだ，数を調べ
ろ」と．「492入っています」．それは現場に入っている
数なのです．そのほかに，交換機自身をコンピュータと
して使ってソフトウェアのデバッグをやるという，ソフ
トウェアセンターというのが四つありました．

　　もう一つ小さい規模の D20という電子交換機が箱根と
軽井沢に入っていて，それで 2です．それから研究所の
実験機が 1台あって，これで 1，2，4とそろうわけ．足
し算すると 7になって，全部足すと 499で，その次が
ちょうど 500になるというわけです．「よし，この次に開
局するのは 500ユニット目だ」，みんな「はっ，500です
か，がんばりましょう」ということになった（笑）．

　　その次の局は，研究所の 1台を外すとまた話が合うわ
け．1，2，4とそろっているとね．「これからの 8局目
ぐらいは全部 500ユニット目でいけっ」と． 

学 生  8回やったんですか．
葉 原  そう（笑）．音楽大賞，レコード大賞，一杯あるだ
ろう？   それでいけというわけです（笑）．

　　それで最初の 500ユニット目の局は福岡の天神局でし
た．午前 10時に！ 私も，そこに行きました．午後 2時

には大阪．これも 500ユニット目．現場の人やメーカ
さんがものすごく喜びましたね．
学 生  それはすごいですね． 

葉 原  そういうことだけを考えていた．NTTでの後半や
その次の ATRはマネジメントの話ばかりですから…．

 学生へのアドバイス

学 生  ところで，これからの学生に期待されることは何
でしょうか．
葉 原  期待というよりも，非常にキザっぽく言うと，将
来どういう日本にしたいかということを考えてもらえば
よいなと思っています．抽象的な言い方ですが，そのた
めに専門の分野で何ができるか．
　　それぞれの民族に対して何となくステレオタイプ的に
評価がありますね．ユダヤ人はこうこうだ，アメリカ人
はこうだ，フランス人はどうだ，とか．しかし，これか
らの皆さんの世界は非常に大きく変わると思います．そ
のとき日本人はどういう国民だと見られたいかというこ
とです．
　　つまり，日本というのはマクロとしてどういうふうに見
られたいか．どういう国でありたいか．それから振り返っ
てみると，何をやらなければいけないか．ただ研究をやる
というのとはちょっと違った視点が出てくる可能性があ
るのではないかと思います．

　　そのためには，今はまっしぐらに電気通信の技術など
を先生方の御指導を受けて研究するのが最重要ですが，
いわゆる文系の話だとか，そういったことにいつか関心
を持ってもらいたいと思います．そうすると，また違っ
た見方が広がります．
　　私は 60何歳まで ATRで現役で，それまでは結構忙し
かったのですが，その後ちょっと暇ができて，周りのこ
とを勉強し始めると，それなりに人生観が変わりました．
ATRでの経験がベースにありましたけれど．そういう話
は若い皆さんにはまだうんと先のことですが，とにかく
できれば周りの話を，ちょっとでもいい，半歩でもいい
ですから聞いてほしい，そういう気がしています．
学 生  私はこれからも研究に携わっていきたいと思って
います．しかし，ちゃんと成果が出せるのか，途中で挫
折してしまうのではないだろうかと，不安だらけです．
葉原さんは，自分には無理かもしれない，と思ったこと
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はないのでしょうか．楽観的に物事を考えられない人は
研究者の素質がないのでしょうか．

葉 原  結論からいえば，よほどの天才でもない限り人生は
まず思いどおりにはならないです．周囲の状況でどう変わ
り展開するか，自他ともに読めないのが世の中ですね．し
たがって，初めから一喜一憂する必要はない．世の中「タ
ラレバ」の連続．私の場合も，人生観を変えたと言っても
いい素晴らしい経験をした ATRも，NTTの民営化がな
ければ，また今まで何も話しませんでしたが，電気通信分
野の国内標準を策定する（社）電信電話技術委員会（略称
TTC，現在は（社）情報通信技術委員会）も日米貿易摩擦
が起こっていなければ…，などなど，大きなうねりを幾
つも経験し，学生時代では想像もしなかった人生を経験
しました．ATRと TTCの二足のわらじで毎週京都と東京
を往復することになるとは思ってもいませんでした．

　　研究でも最初から簡単に思ったような結果が出たり，
挫折を味わわなかったら，それは不幸です．ああ，こん
なものか，と慢心する危険さえあります．それを乗り越
えることで力がつき強

したた

かになります．もし，挫折しか
けるようなことがあれば，それはかえって力を付ける
チャンスが与えられた，と思うことです．私は見掛け上
の好条件は最悪，悪条件は最良と思っています．いずれ
にしても若いうちに小さな成功体験と，同じように小さ
なやけどを体験することは無意味ではない．やけどの体
験のない人は後で取返しのつかない大やけどを負うこと
がある．あるいは見掛け上の王道だけを歩いてきた人は，
逆境にひ弱な場合がある．これらは特に時分割交換とい
う見掛け上裏街道の，しかし本質の優れた研究で苦労し
た経験に裏打ちされたものかもしれません．

 情報通信発展の立役者

学 生  現代の情報通信技術の発展や普及に一番大きな影
響を与えた革新的な進歩や技術としては，どのようなも
のがあげられるのでしょうか．

葉 原  「一番」と限定されると大変難しい設問です．技術
はお互いの波及効果あるいは相乗効果で進展するので，
これと決め付けるのは極めて難しい．しかし，ここ数十
年に限ってあえて言えば半導体技術でしょう．この驚異
的進歩が多くのシステムを含めて大きく変革・発展する
要因だったと思います．更にその裏でそれらを支える微

細加工などの精密技術の進歩を無視できないでしょう．
しかし，その半導体技術も 1948年のトランジスタの発
明があって初めて可能でした．
　　わずか 40年ちょっと前，我々が PCM交換の研究を
していたころ，メモリはフェライトを用いたコアメモリ
しか使えませんでした．その当時，わずか 1,000 bitのメ
モリ装置を動かすのに随分苦労しました．おまけにサイ
クルタイムは 5.2 sという今では考えられない低速でし
た．今はとてつもない大容量の ICメモリですよね．
　　もう一つ，現在の多くの技術の基本となっているのは
ディジタル技術です．その典型は PCMですが，PCM自
身は 1937年英国の Reevesの発明にさかのぼります．当
時は使用に耐える能動素子がなく，米国ベル研，次いで
電電公社で初めて PCMが具体的に商用に供されたのは
1960年代に入ってからで，これまでに長い年月を要しま
した．
　　ディジタル技術を支える理論面では 1948年の Shannon

による“情報理論”が挙げられます．しかし，忘れてな
らないのは通研の染谷　勲博士（元名誉員，故人）が同
じ考えを日本語ですが Shannonに先立って書物に著して
いたことです．当時は戦後の混乱期で日本語では世界に
広まらなかったのです．故喜安善市博士は常に“染谷・
Shannon の理論”と言っていました．国粋主義的なことを
言うつもりはありませんが，このように先人の功績を正
当にたたえることは大切なことと私は思います．

 技術の流れ―継続とブレイクスルー

学 生  今，技術の発展のスピードがすごく速いですが，
葉原さんが技術の世界に入る前，小学生なんかのときに，
今のようにインターネットが世界中に普及して，驚異的
に離れている距離を感じさせないコミュニケーションが
とれる時代が来るということを想像されましたか．
葉 原  先ほども言ったように，食べるのに精一杯で考え
る余裕もなかった．そういう時代を過ごしているので
す．先ほど「時代背景」ということを何度も言いました
が，私が電電公社に入ったのが昭和 30年（1955年）です．
そのときに，1億余りの人口に対して加入電話がやっと
200万台になったのです．100人当たりたった 2台弱で
すよ．200万台目の電話機が渋谷の時計屋さんに付いた
という話でした．金色に塗って贈呈したとかいう話も聞
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きましたけれども（笑）． そういう時代ですから，私は
電電公社に入っても電話をかけたことはまずなかったで
す．不思議に思うでしょ？  市外電話はすべて交換手経
由で下手をすると何時間も待たされました．

　　ついでに言いますと，昭和 43年ですから 1968年に短
期間ですが将来技術をサーベイするグループにいたこと
がありました．電電公社で「ポケットベル」というのが
そろそろ普及し始めたころです．「もっと便利にする手
はないか」というので，ちょっとした新しいシステムを
考えて検討をしたことがあるのですが，白状しますと，
そのときに「自動車電話は 20世紀中に何とかなるだろ
う．だけど携帯電話なんていうのは 21世紀の技術だ」と
いうレポートを書いた記憶があるのです． 

　　そのときの一番のネックは，当時の調査によると電池
でしたね．ですから，電池の進歩もものすごい．それに
よって今の携帯電話があると言っても過言ではない．そ
れから，もちろん IC技術があります．言ってみれば，
当時の技術からリニアに予測した感じで言うと，とても
20世紀中に携帯電話を使うという時代は無理だろうとい
うレポートを書いてきました．お恥ずかしいことですが．

学 生  技術の予測は難しい，ということでしょうか． 

葉 原  本当はどこかにブレークスルーがあるはずなので
すが，革新というのは予測しがたい．それは，多分，土
砂降りの中でやっていた研究だったのが，後から見ると
実は 2段目のロケットだったりするわけです．それをと
にかくやっていれば何かのはずみで，というのはありま
すね． 下村　脩先生の「オワンクラゲ」などはその典型
かもしれませんね．「倦

う

まずたゆまず」といった…．
　　今のをついでに敷

ふ え ん

衍しますと，大体 20年というのが
一つの単位のような気がします．例えばはんだごてを
持ってやっていたという本当の担当者レベル，次に指導
者になって，自分はもうはんだ付けはしないけれど，そ
の下の人を直接育てる．それができるのはせいぜい 20

年です．それを過ぎるともっと偉くなってしまって直接
的には何もできない．

　　ですから，20年ごとに継承していかないとだめなの
です．その典型が伊勢神宮で，20年ごとに建て替える．
あれによって技術が継承されますね．非常にうまいタイ
ミングだと思います．あれを木はもつからといって 50

年，60年にしたら，技術がだめになります．そのときの
棟梁は死んでいますから．

 おわりに

葉 原  あっという間に時間が経ちました．20年の 2.5倍
の 50年を語るには短いですね．
学 生  研究には陽が当たることもあればそうでない場合
もあることや逆境はバネにもなり得る，ということがよ
く分かりました．まず今やっている研究をしっかりやり，
10年，20年という視野でがんばっていきたいと思いま
す．また機会があればいろいろとお聞きしたいです．本
日は，ありがとうございました．
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学生の感想

太田真衣  いろいろなお話が聞け，大変面白い時間を過
ごすことができました．正直に言いますと，インタ
ビュー中に年代の差を感じ，時代背景の違いを実感致
しました．しかし，葉原さんの話によって，今という
時代がどんなに平和であるかを認識させられました．
また，時代背景が違っても，研究への入り口が異なる
だけで，経験と実績は時代とは関係ないこと．特に，
「つまらない時期があっても何らかの成果につながる」
という言葉は，長年経験してみないと分からないこと
で，私にはまだまだ先ですが，体験できるように粘り
強く先を見た研究をしていきたいと思いました． 

横澤真介　研究者と研究のマネージャのそれぞれの経験
によるお話は，これから研究者を目指す私たちにとっ
て大きな刺激となりました．自分の興味のある研究だ
けに一生懸命に取り組むのではなく，様々な経験や人
との交流があったからこそ，新しい発見ができるのだ
と感じました．今回のインタビューで学んだことを，
今後の研究生活に生かしていきたいと思います． 



 まえがき

学 生  先生は研究に行き詰まってしまうことはあります
か？　そのようなときは，どのようにして解決されてい
ますか．

後 藤  研究は予定どおりいかないのが普通で，行き詰ま
ることは多いです．よく考える，あきらめない，という
ことが重要です．行き詰まるといっても行き詰まり方は
いろいろあり，いつもずうっと考えていれば，うまくい
かないポイントが分かるわけ．「継続は力なり」というこ
とで，あきらめないことが重要．ただ，うまくいかない
研究は必ずあるので，そういうときは早く切り上げる，
やり方を変える．要するに研究は，山を登るようなもの
で，あるところでは崖があって登れない．いつまでも同

じところでアタックしているのは駄目なのです，登る方
向を変えなければ．
　　僕は，高校のころ，数学が得意だったのですが，それ
は方針を変えることに気が付いたからです．数学の問題
を解くとき同じ方法でアタックしていたら時間内に解
けないが，違う方法に変えると解けることが多い．解け
ない問題を，いつまでも同じ方法でアタックしてはいけ
ない．違う方法を考えたり，あきらめて次の問題に取り
組んだりしないと．
　　「継続は力なり」も重要だけれども，方針を変えるとい
うことも重要なのです．研究で行き詰まるというのは重
要なことで，それを解決するからこそ良い研究なのです．
長い時間考えていると脳が疲れるため休息してリラック
スする．これを繰り返すと，脳がリラックスするとき新

後藤尚久名誉員に聞く
　昭 34 東工大・電気卒．昭 39 同大学大学院博士課程了，工学博士．同年東工大助手，昭 55東工大教授．
平 8 定年退職，拓殖大教授．平 18定年退職，現在は東工大名誉教授，拓殖大名誉教授．研究業績として，
（1）ラジアルラインスロットアンテナ（特許第 1534703 号），（2）一層構造導波管スロットアンテナ（特
許第 2733472 号），（3）逆相励振導波管スロットアンテナ（実用新案 2128092 号），（4）円環パッチアンテ
ナ，などを発明．（1）と（2）は衛星放送受信アンテナ，（3）は準ミリ波帯加入者無線用アンテナ，（4）は携
帯電話の室内基地局用アンテナとAIS（自動識別システム）の船舶用アンテナ，などとして現在も使用中．
（1）は RLSA と略称され，次世代の半導体製造装置では（1）のアンテナで生成する RLSAプラズマを利用の
予定．表彰として，本会功績賞，総務大臣表彰電波功績賞（電波産業会），井上春成賞（科学技術振興事業団），
紫綬褒章（アンテナ工学）などを受ける．主な著書として，「電磁波とはなにか｣（昭 59）｢なっとくする
電磁気学｣（平 19）（講談社），｢図説・アンテナ｣（平 7）（電子情報通信学会），｢電子情報通信学会編 電磁
気学｣（平 14）（コロナ社），｢アンテナ工学入門講座｣（平 20）（電波新聞社），｢電波がわかる本｣（平 15）「ア
ンテナがわかる本｣（平 17）｢わかりやすい電波と情報伝送｣（平 21）（オーム社）など．
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伝えたいこと，聞いておきたいこと ―学生による名誉員インタビュー―

Naohisa Goto
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しい発想が生まれるようです．脳が疲れるというのが重
要なのです．ある崖を何度繰り返しても登れない．疲れ
て寝転んで空を見上げていたら別の登山ルートに気付い
た，というわけ．

　　研究室に配属になった学生が研究テーマを選ぶのが難
しいため，僕が「これをやりなさい」とテーマを与えた
ときのことです．半年くらい経った時点で，学生より早
く僕は「この方法ではうまくいかない」ということに気
付いた．それまでやっていたテーマを変えたが，その後
あまり研究が進まないのでその学生に注意すると，「先
生が勝手にテーマを変えて」と学生に泣いて抗議された．
これは先生の責任だけれども，まずいテーマをやっても
かわいそうだし，学会で発表させてやりたいし，という
わけで，いつテーマを変えるのか，あきらめないのも重
要だし，そこが難しいところだね．

学 生  僕が一番お聞きしたいのは，今，僕たちは修士課
程 1年で，次に博士課程に進むか就職するかというと
ころに立っているわけです．なぜ，後藤先生は，就職を
してからでも研究者になれるのに，博士課程に進んだの
かということなのですが．今，ちょうど分水嶺にあるの
で……．

後 藤  これは生き方に関係しますね．ただ，研究職は一
番素晴らしい職業と私は思っています．なぜかと言えば，
研究というのはそれ自体が目的になるわけ．食うための
仕事をしなくていい，という環境に置かれたら何をする
か．遊ぶことだってそう簡単じゃない．目的を持って遊
ぶことはできないね．音楽や絵のほかスポーツなどもそ
れ自体が目的になるだろうけれども，僕にはできそうに
ない．要するに，研究はできるのです．考えてみると，
身近なものですよね．分からないことをやるのだから．
人間というのは一番好奇心が強い動物ですよね．「どう
なっているのか」，「どうなっていくのかを知る」，とい
うのは最高の目的ではないかと思うわけ．

　　僕は 4年生のときの企業実習で東芝に行きました．あ
のころ，無線機みたいなものが最先端技術だった．当時，
東芝では無線は強かったけれども，当時開発した電気が
まに負ける，売上げが大きいからといわれた．確かに無
線機より電気がまの方が多くの人に貢献しているけれど
も学生のときには，電気がまを命懸けでやるのもどうか
と思ったわけです，やはり若いから．電気がまより無線
機のように何か分からないものが面白い．

　　というわけで，企業はやはり何といっても製品を売っ
て利益を上げるところで，売れるもの，みんなに役立つ
もの，安いものを作るということは一番大切ということ
が分かった．そのときは電気がまをやりたいと思わな
かった，無線や電波にあこがれた，そういう理由で大学
院に行ったのです．
　　そのころ，ノーベル賞の湯川先生が「しょせんビッグ
サイエンスはサイエンスではない．一人でコツコツ考え，
アイデアを出すのがサイエンスである」と書いているの
を読んだのです．サイエンスというのは初めは小さいわ
けです．別に協調性がないわけではないが，個人で何か
をコツコツやるのは，好奇心を満足させるという意味で
非常にすばらしい．
学 生  先生は，大学に入学された当初から修士課程，博士
課程の方に進んでいきたいと考えておられたのですか．
後 藤  結論はそうなりますね．うちの故郷は宇都宮郊外
で酒やガソリンの販売をしていたので，将来は大学の先
生になるより会社の役員なんかになった方がいいと父は
思っていたようです．僕自身としては，研究にはあこが
れというのがあった．

 電波部門に進むきっかけ

学 生  アンテナや電波分野に進もうと思ったきっかけと
いうのは，何だったのでしょうか．
後 藤  それははっきりしています．第二次世界大戦が終
わったのは小学校 4年のときですが，戦争中に兵隊がう
ちの垣根の木に 1本の電線を引っ掛け，手動の発電機を
回しながら通信しているのを見たのがきっかけです．中
学では鉱石ラジオを作り 100 km離れた東京のラジオ放
送を受信するなど，いわゆる“ラジオ少年”でした．高
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校では短波受信機を作り外国の短波放送を聞いた．受験
勉強で夜遅く庭に出て明るい星空を眺めたとき，この静
かな空間に無数の電波が飛び交っているというのがなん
とも不思議でした．

　　大学では電気系のなかの通信関係を学ぶ弱電コースに
入り，一級アマチュア無線技士の資格をとりました．い
ろいろな講義で勉強するなかで，回路や真空管というの
は分かりやすい．ところが電波が分からない，アンテナ
は余計分からない．

　　最初に不思議に思ったのは，送電線のように 2本の導
体線でできた長い伝送線路です．導体線だから抵抗はない
けれども電圧と電流が同じ位相で進む．非常に長い伝送線
路になると純粋な抵抗なのですよ．電力を消費するものが
ないけれど抵抗になる．伝送線路の等価回路は Lと Cで
表され，抵抗は入っていないわけ．なぜ抵抗なのかと．

　　このように伝送線路は分からなくなる．アンテナはな
おさら分からない．分からないものをやりたいと思った
のも理由です．

学 生  「人よりはこれは分かるからそちらの分野に進む」
というよりは，「分からないからこそそちらに進む」とい
う……．そういうことでしょうか．

後 藤  勉強するには分からない方がいい（笑）．前にも言っ
た好奇心を満足するためです．ただ，電波や電磁気学は分
からないところが一杯ある．70歳を過ぎた今でも「なぜ，
こんなことが分からなかったのか」と．分からないところ
が出てきて，今でもよく考え込むことがある．

　　今，電磁気学の本を書いています．電気教官協議会と

いう会議があり，国公私立大学の電気系の先生が集まっ
て，電磁気学や電気回路などをどういうふうに教えよう
かというときに，電磁気学が一番いろいろ話題になるわ
けです．要するに学生は納得しない．今は，理科系の質
も落ちたといっているけれども，納得しないのは講義の
内容が分からないからです．分かると思っている人でも，
本当は分かっていないところがあるはずですよ．
　　それはなぜかというと，“先生が分かっていないから
である”と僕はその会議で発言して顰

ひんしゅく

蹙をかったのです
が，先生が分かっていない場合が多い．マクスウェルと
いう天才が考えたこと，として教えている先生が多い．
それが電磁気学を分かりにくくする原因，と僕は思って
いる．
　　というのは，皆さんも知っているように，昔，小学校
の算数で一時期「集合」から教え始めたことがあった．「集
合」から算数を教えると分かりやすいといっていたのが，
すぐやめてしまい，従来どおり 1, 2, 3の自然数から教え
るようになった．四則演算から分数までが小学校，中学
では文字 a や b が出てくる代数，高校で微分積分です．
　　数学や物理を分かりやすく説明することで有名な

G.ガモフの「1，2，3…無限大」という本には，未開人
は三つまで数えてそれ以上は“たくさん”という，とある．
歴史的に見ると，有史以前が自然数，古代ギリシャ時代
が分数，中世で代数，近世では微分積分となり，集合は
その後です．この事実は，学生には歴史的に生まれた順
に教えていくのが分かりやすいことを意味します．
　　ところが今の電磁気学の教え方はこの反対で，マクス
ウェルの方程式を前提として教えている．ガウスの定理
やビオ・サバールの法則など，いろいろな法則をマクス
ウェルの方程式から導出する．極端な例えだが，数とい
う集合があり，その一部が自然数で分数がそれに続いて
いる，と小学校で教えるようなものです．クーロンの法
則は 1785年に生まれ，マクスウェルの方程式は 1864年
に生まれたから，生まれた順序に教えるのが分かりやす
い，という意味なのです．
　　要するに電磁気学を算数のように生まれた順序に，分
かった順序に教えるわけ．初めの電荷の間に働く力の
クーロンの法則は暗記するより仕様がないですね．質量
の間に働く万有引力の法則と同じように，クーロンの法
則は天下り的に認めるべきなのです．例えばアンペアの
法則がどうして成り立つか，というのをクーロンの法則

一層構造導波管スロットアンテナ
衛星放送受信用平面アンテナとして実用された一層構造導波管ス
ロットアンテナ．一例として，自動車のトランクに外から見えない
ように埋め込まれ，アンテナは水平面内を機械的に回転して指向
性は常に衛星方向を向くよう設計されている．なお，この研究に協
力された新日本製鉄（株）とともにプロフィールの井上春成賞を受
賞した．
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から導いていけば，電磁気学はそんなに難しくならない．
アンペアの法則やビオ・サバールの法則はどうして出て
くるかを，それらの法則が現れる前に分かっている事実
から教える．

 電磁気学の学び方

学 生  高校のときは，公式を鵜呑みにしていたような部
分があると思うのですが，高校から電磁気って，その始
まりからちゃんと教えられる機会を持つべきですか．

後 藤  生徒は高校の物理を学んでから電気のほか機械や化
学の分野に進学するから，電磁気をちゃんと教えるのは
難しいのでは．ただし，いろいろな公式を丸暗記させるの
ではなく，電磁気学は何を基本にできているか，などを教
えれば理科系を志望する生徒が多くなるのではないか．例
えば，電気の現象がなぜ起こるか知りたくなって．

　　学問では再現性というのが重要で，だれがやっても同
じ実験結果になるという再現性が研究の基本なのです．
再現するときだれにも共通するのは力で，例えば電流計
のメータの針は力で回転するから，この力を共通にすれ
ば実験結果を比較できる．この力が電荷の間に働くクー
ロンの法則によるクーロン力と，電流の間に働くロー
レンツ力で，ローレンツ力はクーロンの法則などから導
出できます．これらは後から分かったことだが，電気の
歴史では次のような試行錯誤がありました．

　
　初期の電気の実験では，摩擦電気による火花で遊ぶと
いうか，電気現象が火花になっていたわけです．火花の
強さは何に関係するかというとき，電気の量（quantity）
と電気の強さ（intensity）が考えられた．現在から見れ
ば電荷量と電圧です．このうち電荷量は初めから明らか
だったそうです．万有引力が質量の積に比例するように，

クーロン力は電荷量の積に比例するため，この力から電
荷量が分かるからです．
　　 2番目の“電気の強さ”については電圧と電流のどち
らを意味するかは，電流の磁気作用が発見されたりして
あいまいだったそうだです．これらの違いを実験で明確
にしたのがオームの法則で，オームは電流の測定に電流
が作る磁界を利用した．磁界ができれば電流に力が働く
ためで，これはローレンツ力から説明できます．現在の
電流計も同じ原理で，電圧は値の分かった抵抗に流れる
電流の値から測定している．
　　現在では，電荷量を表す記号として quantity の頭文字
の Q または q を用いることになっている．これに対し
て，火花放電に関連して考えられた電気の強さには電圧
が対応するが，測定できたのは電流のため電流を表す記
号は intensity の頭文字の I になり，電圧を表す V は電池
の発明者のボルタ（Volta）からきている．
　　なお，電気の分野には二つの力，すなわち電界 E の中
にある電荷 q に働くクーロン力 F＝qEと，磁束密度 B 

の中を流れる電流 I に働くローレンツ力（を変形した力
の）F＝BIがある．このため電磁気学では電界 E と磁束
密度 B が基本量とされている．

 趣味と仕事

学 生  先ほど，高校生のころにアマチュア無線に興味を
もっていて，それがきっかけでアンテナ，電波の方に進
むことになったとおっしゃられましたが，それは趣味を
仕事にしたということですか．うまく言えなくて申し訳
ないのですが，趣味と仕事は別にするという話や，趣味
と仕事は一致している方がよいなどいろいろな話を聞い
ているのですが，趣味と仕事が同じというのは，どうで
しょうか．
後 藤  趣味のアマチュア無線がアンテナを研究するきっ
かけになったけれども，やはりアンテナから電波を出す
実験が本業になると，アマチュア無線はあまりやらなく
なった．
学 生  どうもつたない質問ですみません．
後 藤  いや，いや．
学 生  趣味をお仕事にされたということなのですが，や
はり行き詰まったり，忙しかったりすると，ちょっと嫌
いになったりすると思うのですが，そういう合間に息抜
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きや気分転換として何かされていたことはありますか．
後 藤  僕は佐伯君と同じようにお酒が好きなものですか
ら（笑）．やはり本業の息抜きをしないと……．みんな，
飲めるの？（笑）
　　酒を飲まない人はどうかというと，飲まないためスト
レスで“うつ”になった先生を知っているよ．研究者は
真面目だからストレスに弱い．酒は脳のストレスを肝臓
のストレスに変換するのではないか．酒を飲むというの
がプラスになるのは本音の情報量が増えることです，コ
ミュニケーションの．会議や学会などでも，after five の
情報がまるっきり違ってくるのがある．日本の悪いとこ
ろかもしれないが，本音の意見が出るわけです．

　　なぜそういうことを考えたかというと，明治時代かな，
「酒を飲む人が出世する」，そういうのがあって，どちら
かというと，酒を飲む人が上に伸びる．

学 生  付き合いが良いからというような話とはまた別に
ですか．

後 藤  別です．飲める人が優秀というのは事実ではないか
ら，それは何かと考えたことがあり，酒を飲ませれば本
音が出るからという結論になった．できる部下を抜擢す
ると裏切られ「寝首をかかれる」ことがある．酒を飲ませ
れば本音が出るから大丈夫だと安心する．飲ませないと
何を考えているか分からない（笑）．これは僕の考えだよ．

　　それとは別に本音の情報が必要になるときがある．何
か重要な決定をしなければならないとき．どういう方向
の研究テーマに変えていくかどうか決めなければいけな
い．そのときに方向性を間違いなくするのには，判断力
がないとだめなのだが，いろいろな情報を知っていると
間違いも少なくなるわけ．

　　というわけで，酒はストレス変換と得る情報が多くな
るという利点がある．欠点は肝臓が強いとアル中という
のがある．僕なんか肝臓は弱いほうだから二日酔いで苦
しむわけで，飲み過ぎの防御になる（笑）．そういうわけ
で肝臓の強い人は危ないですね．

学 生  趣味の話がお酒の話に変わってしまった感じがあ
りますが，それ以外には何か息抜きとしてなさっていた
ことはありますか．

後 藤  本などよく読む方だが，趣味というのはあまりない．
学 生  本当に研究に打ち込んでいた……．
後 藤  このインタビューの初めに言ったように，研究がう
まくいかないときは長い時間考えるのが必要で，アイデ

アも長い時間考えてから出てくる．例えば俳句を趣味にす
ると，新しい句を思いつくには長い時間の試行錯誤が必要
だろうから，研究と似ているのではないか．そのため，息
抜きは研究とは 180度異なる酒や○○○となる．
　　大学には，「会社見学」といって先生が学生を引率して
会社を見学する制度があるね．学生を引率した先輩教授
の話によると，見学会に出席した先輩の社員が学生に“趣
味が大切”とアドバイスした．先輩教授は若い学生に余
計なことを言うと怒っていた．
　　私も学生を引率して会社見学をしたことがある．対応
された先輩の役員に学生へのアドバイスをとお願いする
と，“学校の勉強も大切だが本をよく読むように”と．こ
れには僕もなるほどと思った．責任者は決定することが
義務になり，それには判断力が重要だが，これを養うに
は“幅広い読書”も必要なことの一つとなるからです．

 む　す　び

学 生  先生は東京工業大学と拓殖大学の先生をされてき
た教授としてのお立場から，研究室として理想の形や教
授の理想像，また学生の有様はどのようなものですか．
後 藤  これは一番重要な問題です．大学に差があると
すれば，それは学生の偏差値の差ではなく，研究テー
マの差なのです．国のレベルでも研究成果の差は研究
テーマの差，と僕は信じています．良い研究テーマが
あれば学生はとんどん伸びていくのです．やはり学生
は先生によって全く変わる，研究テーマによって変わ
るのです．
　　どういう研究室が良いのか，どういう上司が良いのか
ということは，人の能力を引き出すところです．人が一
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番高価なのです．素人考えですが，高価な人を有効に使
う会社は潰れないのではないか．人を伸ばしてやる，管
理するのではなくて伸ばしてやる．

　　それには人の能力を信じること．拓殖大学に行って
知ったのは，東京工業大学と同じくらいできる学生がい
ることです．テーマさえ与えれば考えてくるし工夫して
くる．アイデアというより工夫，こっちのほうがよいと
思ったら実験なり計算なりをしてみる．うまくいったら
先生が褒めてやる，学生は自信がついてどんどん頑張る
のです．ただし，“反面教師” となる場合もあるかもしれ
ないが，それを意識できれば貴重な経験です．

　　人の一生を 42 kmのマラソンに例えると，就職してい
ない大学生は 5 kmくらいを走っているのではないか．
5 kmのトップ集団が最後まで続くはずがないでしょう．
今トップの人は 5 kmにいるわけで，そのトップ集団が
42 kmまで同じ人というのはあり得ない．同じだったら
おかしい，トップ集団以外の人に足かせなど付ければ別
だが．
　　この未来は変わるという考えは，別の意味でも重要
です．例えば，いま利用しているアンテナはどのくら
いもつか，ずっと続くように思うでしょう．ところが，
過去を見れば，ずうっと続いているものなんてない．
未来は変わるというのは，新しいアンテナが生まれる
ことを意味している．それを信じることが研究の強い
原動力になる．

学 生  生徒のほうからもアプローチ，研究に対して自分
のできることを先生に提案する，ということでしょうか．

後 藤  そのとおり．みんなができることは，今やってい
ることがうまくいくよう工夫することですよ，方針を変
えて「こっちがいい，あっちがいい」などと．特にアイ

デアが出るか出ないかは，考える時間の長さによって決
まる．それは先生から見るとすぐに分かるのです，どの
くらいの時間考えていたか．
　　考えれば考えただけ，料理と同じで時間をかけたもの
はうまくなる．アイデアだって時間をかけて考えたもの
はよい．努力をしたものは報われるのではないか［1］．
差別用語になるので言いにくいのですが「目の見える人
が千人いると，目の見えない人も千人いる」という意味
の諺を思い出します．自分が努力したことを千人は分
かってくれるが，千人は分かってくれない．というのは，
分かってくれる人は必ずいるということです．努力した
ことを分かる人がちゃんといる．無駄にならない．そう
いうわけで努力するのは自分だからね．それを先生が助
ける．

文　献

 ［1］  後藤尚久，アイデアはいかに生まれるか，講談社ブルー
バックス，1992．

学生の感想

佐伯　健　このような貴重なインタビューに参加させて
頂き，誠にありがとうございました．かねてから先生
方に聞きたいと思っていた様々な質問を気兼ねなくさ
せて頂きました．長年，大学教授，教育者という立場
に立たれておられた後藤先生の考え方は，自分自身の
将来，研究に対する姿勢について考えさせられること，
また考えを改められることが多く，大変貴重なものと
なりました． 

鈴木知也　貴重なお話をありがとうございました．イン
タビューの中で特に印象に残っているのはアイデアを
出すときは時間をかけることが大切だというところで
す．今までアイデアはひらめきやセンスだと思ってい
ました．しかしそのひらめきを生むにもそこまでの努
力，時間が必要だと考えさせられました．与えられた
テーマをこなすだけの研究は良くないとお話にあった
ように，学生の側から工夫を加えられるよう努力して
いきます．

田部哲平　インタビューという貴重な体験をさせて頂き
ありがとうございました．後藤先生の学生時代，研究
の進め方など様々な内容を聞くことができ，それらの
内容を今後の自分の生活に生かして頑張りたいと思
います．



 まえがき

学 生  研究や勉学も大事ですが，合間にリラックスする
ことも必要だと思います．内田先生は学生のころ，研究
や勉強の間にリラックスしていらっしゃったことなどが
ありましたら教えて頂けないでしょうか．

内 田  履歴書に書いてあるように，当時（昭和 25～ 29

年ごろ）はまだ戦後の耐乏生活時代で食べるのに必死で，
次いで学資を稼ぐことが先決でした．それゆえ，アルバ
イトが主で，夢や仕事についてゆっくり考える余裕があ
りませんでした．私は理科Ⅰ類でしたので，アルバイト
をしながらも，例えばホイテッカーの現代解析数学，ス
トラットンの電磁気学，デイラックの量子力学の入門書
などを買ったりしました．幸いに工学部電気工学科に進
学してからは発電所見学旅行などがあり，その後に日本
アルプスなどに登りました．また夏休みには家庭教師を
兼ねて生徒の田舎で１か月ほど暮らして，リラックスし
ました．

 フランス留学

学 生  時代がよく分かりました．大学を卒業されてから
はどんな様子だったのでしょうか．
内 田  昭和 29年に学部を卒業しましたが，当時先輩た
ちの中にはフルブライト留学生として米国に行った方が
多くいました．私は NECの無線工場に就職しましたが，
当時は，日本全国電話即時網実現やテレビ全国中継網の

内田禎二名誉員に聞く
1954 ～ 1957 年　日本電気株式会社（以下，NEC）入社，マイクロ波広帯域通信装置を開発．当時，テレビジョンの全国中継
並びに全国即時通話電話網の建設が至上課題．当初は STC社（英国）の技術導入で東名阪回線を建設．1953 年（昭和 28年）
から日本独自の技術で東仙札回線建設を開始．入社して 6か月の実習直後から無線工場マイクロ波通信係にて東仙札回線用
装置の開発に従事．進行波管用高圧電源（3kV の安定化電源）の開発，次いで周波数変調回路の自動周波数制御（Klystron
の機械系含む），AFC（Automatic Frequency Control；自動周波数制御）の設計，更にテレビジョン信号AFCを開発（特許：
水平同期pedestal 周波数制御回路発明）を行い，次いで東仙札回線の各中継所の現地調整に従事．

1957 ～ 1959 年　国鉄 7,500MHz（240 ch：特徴は FM変調は Klystron でなく Reactance Tube 形）の設計主責任者として回
線設計からパネル開発設計，製造，現地調整まで担当（導波管部分は別の設計者）．1959 年 4月に設置，更に通話試験完了．
並行してマイクロ波受信Mixer（非線形回路）の遅延ひずみの解析を上司の指示の下で従事．IEEE MTT 誌に発表（1959）．

1960 ～ 1962 年　フランス政府技術留学生としてグルノーブル大学理学部に留学．電波分光学（Spectroscopy）用測定器の研
究で Ingénieur-Docteur（工博）を取得（L’Onde Électrique 誌に掲載）．並行してCENG（Centre d’Étude Nucléaire：グノー
ブル原子核研究所）の磁気共鳴研究室に所属．電子スピン共鳴の研究に従事．フランス応用物理学会誌に Letter を発表．

1962 ～ 1965 年　NEC無線工場基礎開発部にてレーザ通信の研究とトランジスタ化マイクロ波通信装置の開発に従事．マイク
ロ波管のKlystronの代わりに可変容量ダイオードを利用した小形高性能（1,800 ch）FM変調器を内外に先駆けて完成・実用化．

1965 ～ 1984 年　NEC中央研究所に移籍，量子装置研究部にてレーザ研究に従事．その後，量子装置研究部長，光エレクト
ロニクス研究所長として全社の光エレクトロニクスの研究・開発に従事．ガスレーザのMode Locking などの研究を IEEE 
QE 誌に発表．1967 年に世界初の通信用光ファイバ “SELFOC” を日本板硝子株式会社と共同で発表．CLEA（Conf. of Laser 
Engineering & Application）会議で発表．更に IEEE QE 誌に掲載．しかし SELFOCは多成分ガラスゆえにるつぼからの不純物
汚染で 20dB/kmが限界であったため，石英系シリカファイバに完敗．しかし屈折率分布を有する集束形光導波路を利用し
てマイクロオプティックスデバイスとして発展させ，現在のMicro-Optics Conference に発展．First Micro-Optics 賞を 1977
年に受賞．本会に生涯教育の重要性を提案して，1983 年秋から現在に至るまで生涯教育を 25年有余継続してきた．1984
年にNEC取締役に就任して，研究開発Gおよび電子デバイスGを兼務．

1988 ～　NEC から東海大学に総合科学技術研究所教授として移籍．その後，光表面実装技術（Optical Surface Mount 
Technology）を提唱し，現在に至る．なお，上記と並行して「エレクトロニクス産業動向（技術と市場）」の調査研究を現
在に至るまで継続している．
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伝えたいこと，聞いておきたいこと ―学生による名誉員インタビュー―

Teiji Uchida
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ための広帯域マイクロ波通信装置の開発で工場中がてん
やわんやで，毎日終電車帰りがざらでした．そのころは
大阪支社に朝電話をかけても，つながるのは夕方で，電
話がつながるとあちこちの工場から人が来て交互に用件
を電話で伝えました．

　　マイクロ波通信装置の開発で忙殺されていたころ，大
学の一年先輩に，忙しさを口実に新しい分野の勉強をし
ないと，数年後に新しい仕事を命じられた際に忙しくて
その分野のことが分かりませんと言っても弁解に過ぎな
いよと忠告されました．先輩はフルブライト留学に出発
しましたが，私は先輩の二番手になるのを嫌い，教養学
部時代に隣の仏文科の講義に潜り込んで，フランス語の
艶笑講義を聴いたこともあるので，フランス政府技術留
学生を狙いました．周囲からは「東北の山猿がフランス
語をやって何になるの？」と言われましたが（笑），その
予想に反して合格し，1960年初頭にフランスのグルノー
ブル大学に留学しました．

　　指導教授からは電子四重極振動の測定という電波分光
学の一テーマを与えられ，その機会に原子や分子の分光
法，更には電子スピン共鳴やプロトン核磁気共鳴（現在
の医学用MRIのルーツ）などを勉強し，また理学部の量
子力学の講義などにも出席しました．また大学の Dr論
文の目鼻がついたころ，グルノーブル原子核研究所磁気
共鳴研究室にも籍を置き，6か月ほど中性子線照射のル
ビー結晶を電子スピン共鳴で調べる測定器の開発にも従
事し，le Journal de Physique et le Radium誌に発表しまし
た．幸いにも研究所の給料は留学生給費を大幅に上回る
額で，やっと生活が楽になりました．

　　フランスの学位審査は新聞にも事前発表されるので，
一般の聴衆も出席する階段教室で居並ぶ 5人の審査員か
ら口頭試問を受け，その場で答える形式でした．その後，
審査員は別室に退いて協議し，主査が聴衆の面前で成績
を発表します．学位論文に関して 5段階の評価がありま
すが，幸いに最高の成績（Mention tres honorable）を与え
られ，その後 L’Onde Electriqueというフランスの電子通
信学会誌に採択されました．フランス名画ジュリアン・
デュビビエ監督の「パリの空の下，セーヌは流れる」に
出てくる医学生の口頭試問風景そのものでした．この映
画の主人公は患者の命を救いながら国家試験には落第
しましたが，私は幸いに最高の成績で合格でき，帰国の
直前にパリの技術留学生担当責任者にあいさつした際

に，「最高の成績でよく頑張ったね」と誉められました．
留学先としてパリでなくグルノーブルを選んだ理由は表
向き物理の勉強でしたが，実は岩手育ちなので，スキー
をしたいというのが本音でした．休日は研究室の同僚と
3,000 mクラスのアルプスに車ですぐに行けるので冬は
スキー漬けで，周辺に全く日本人がいなくても望郷の念
を感じませんでした．
　　なお，フランスに行って専門以外に得たものが大き
かったと感じています．教授の自宅で夕食を御馳走に
なっても出てくる話は，セザンヌやルノワール，そして
藤田がどうしたという類の話が多く，最初は全くついて
行けませんでした．留学中にカンヌ市のフランス語夏
期大学に参加しましたが，週末には先生の引率で南仏に
ある多くの美術館への見学旅行があり，私は東北の山猿
だっただけに「ああ，世の中にはこういう世界もあるの
か」と感じました．また絵画一つ見てもギリシャ，エジ
プト，ローマなどの歴史を知らないと説明が理解できな
いことに気が付きました．そのうち，しばらくしてにフ
ランス語が分かり始めるとラテン系のイタリア語，スペ

グルノーブル市風景

学位論文審査合格後のパーティ（右端が内田）
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イン語，そしてポルトガル語もだいたい読めるようにな
り，これもフランス留学のおかげと感じています．話が
長くなりましたが，私の場合，フランス留学を通じて専
門以外でも世界は広いなと思いました．

学 生  そのとき，先生はおいくつだったのですか．
内 田  27か 28歳です．いずれにしろ日本は当時外貨が
乏しく，留学生試験にパスしないと海外に出られません
でした．

学 生  留学先がフランスというのは珍しいのではないで
しょうか．

内 田  確かに技術者でフランス語を話す人は非常に少な
いのが実状です．今でも毎年フランスに寄り，恩師や下
宿のおばさんの一家とお会いし，更にフランスの通信会
社や企業にいた旧友とパリで夕食を共にして旧交を温め
ています．

学 生  若いころに行かれて，今でも続いておられるとい
うのはすばらしいですね．

内 田  若いころ，企業に入社してたまたま広帯域マイク
ロ波通信の勃興期に出会い，レーザ発明の 1960年にフ
ランスで物理に近い分野で研究ができたなどは，すべて
が偶然の産物で，意図したことではありませんでした．
時代に恵まれたと感謝しています．

 大学進学の目的

学 生  お聞きしていて不思議だなと思ったのは，「出たと
こ勝負だ」とおっしゃっておられますが，大学に行かれ
ているということは，高校生のときから何かがあって
大学に行かれたのではないかと思うのですが，いかがで
しょうか．

内 田  私は次男坊で，小さいころから田舎の家を出るも
のと思っていました．旧制中学修了で仙台の旧制高校に
行き，その後学制改革で東京の新制大学に行っただけで
す．自ら高邁な精神で進学したわけでなく，いずれ自立
するために大学に進んだというのが実状です．なお，電
気を選んだのも物理を選ぶには頭が悪く，亀の子が嫌い
で化学を避け，製図が嫌で機械を敬遠する消去法で電気
を選んだのが真相です．そして前述のように優秀な先輩
が米国に留学したので，それとは別の路を選んでフラン
スに行きました．しかし，フランスに行ってからいろい
ろな世界があること知りました．そういう意味で教養と

いう「リベラルアーツ」に若いころに触れる方がよいと
感じています．ヨーロッパの人たちは，必ず数学，論理
学，倫理学，哲学などをリセで習うのですごく論理的で
す．アメリカでは高校で「討論（debate）」を習い，子供
のころから自己主張を当然と思っています．日本では沈
黙は金と言いますが．パスカル，デカルト，ポアンカレ
などは哲学者で，しかも優れた科学者であるなどはリベ
ラルアーツの教育から見て当たり前の話です．すなわち，
ラテン，つまりギリシャ，ローマの文化が根底にあるか
らと感じています．
学 生  工学でも文系的なものが重要ということでしょ
うか．
内 田  ギリシャの昔は哲学，数学，論理学，修辞学など
はみな哲学でした．ですから前述のパスカル，デカルト，
ポアンカレなどが哲学者であり，しかも水圧の原理，直
交座標，ポアンカレ球などの科学者としても活躍したの
はその典型例だと思います．世界で一番古い大学はイタ
リアのボローニャ大学です．今訪ねても当時の解剖教室
を見学でき，当時は警官が来るとぱっと隠せる仕掛けに
なっていました．レオナルド・ダビンチも絵画ばかりで
なく，飛行機，武器などを発明した工学者，戦術者です
ね．しかも肉体表現を正確に行うべく人体解剖までやっ
たんですね．

 夢の技術

学 生  現代は，次々にいろいろな製品が生まれています
が，我々が生まれていなかったころの夢の技術というも
のがありますか．
内 田  私が社会に出たころは今のように携帯電話で世界
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と話せる時代ではありませんでしたが，そのようなこと
を 100年以上前に予測した人々がいます．例えば 1873

年にジュール・ベルヌの「八十日間世界一周」が発表さ
れ，近くでは 1973年に作家クラークが静止衛星の概念を
発表しているなど，多くの夢が今実現しています．また
日本では明治 21年（1888年）6月 25日に行われた電気
学会創立大会の榎本武揚会長（逓信大臣）のあいさつに続
いて行われた志田林三郎幹事（逓信省工務局次長）の講演
記録を読むと，香港・上海と日本間の無線通信，セレン
による光検出（光通信の暗示），その他，電灯・電車・電
力事業など広範な予測を当時行っており，そのほとんど
が今実現されています（この講演原文は故 山村　昌教授
の御厚意で入手）＊．
学 生  そうすると，そんなに先のことを考えずに，「目の
前にあるものを一生懸命がんばれ」という話ですか（笑）．

内 田  若いときはそれで結構だと思います．しかしある年
齢になって，将来の技術方向を予測するには現在の技術
限界などを分析し，その限界を知った上で将来予測をす
べきでしょう．特に若いころは，与えられた課題を追求
しながらも，なぜうまくいかないかという疑問を通じて
深く将来技術を追求することが必要です．ただ行き当た
りばったりだけでは同じ次元をぐるぐる回るだけになり
ますから，その原因は何かと分析的に追求して，幾つか
の要因を分析して，一つ上の次元から解決することが必
要になります．卒業論文はその手始めです．修士課程で
は問題解決の手法を一層強化すべきで，論文提出の締切
日から逆算してその日までに解決すべき複数の路線を想
定し，その予定をこなしながら研究のボトルネックを早
期に察知し，それを解決する総合的問題解決手法を身に
付けるべきです．博士課程では問題解決手法を磨きなが
ら，それと併せて周辺分野の技術理解に努めて将来の挑
戦すべき課題発見の手法を体得すべきでしょう．
　　なお，必死に努力しても壁にぶつかって悶々と苦し
み，寝ても覚めても考えぬき，そこでパッとひらめいて
解決することもあります．しかし，人生には綿密に計画
し，無我夢中の努力をしても駄目なことも多々あります．
人事を尽くしても駄目な際は事前に用意した 2nd Bestや
3rd Best案に冷静に転換して，次の機会を待つことが必
要です．院生時代には不必要ですが，企業などの組織で

は更に部下が傷つくのを最小にしながら早急に方針転換
することが必要です．社会ではこのような経験を経て人
は成長して，高い使命感が育ちます．人生の苦難にぶつ
かって初めて心とか神の問題を悟ることが多いようです．

 電波分光学専攻の理由

学 生  初めはマイクロ波のお仕事をされていたかと思う
のですが，フランスに留学されて，電波分光学を専攻さ
れたのは何か理由があるのでしょうか．また，初めはマ
イクロ波で，その後に光通信に従事するというように分
野を変える際に何か葛藤があったと思うのですが．

内 田  実を言うと時代が味方してくれて，私は非常にラッ
キーだったと思います．全国電話即時網とテレビの全国
中継網を目指した広帯域マイクロ波通信で，日本は世界
の最先端に躍り出ました．しかし，次のミリ波円形導波
管方式は幾つかの深刻な技術問題に遭遇し，その間に光
ファイバが現れ，1970年には低損失光ファイバ，半導体
レーザ，そして半導体光検出器が偶然に 0.8 m帯で出
そろう幸運さのおかげで光ファイバ通信時代が始まりま
した．学問的にもマイクロ波から光に移るのは当然の流
れで，世界中で多くのマイクロ波技術者が抵抗なく光に
転向しました．
　　私は 1960年初めにフランスに留学しましたが，たま
たま教授から与えられたテーマが電波分光学の分野の仕
事，それはまさにレーザの基礎分野でした．しかもその
年の半ばにMaimanがルビー固体レーザを発振させ，次
いで Javan, Bennett, Herriottが He-Neガスレーザの連続
発振を実現し，レーザ時代の幕開けになりました．まさ
に千載一遇の幸運でした．
学 生  すべてが偶然ですか．
内 田  日本に帰ってきて，上司から何をやりたいかと聞
かれた際に，躊躇なく光通信をやりたいと答えました．
我々はチャンスに恵まれたと元東工大学長の末松安晴氏
などと今でもよく話し合っています．これはまさに神の
引き合わせだと感じています．
学 生  そうですよね．運がうまくつながってマイクロ波
から光というのも，それほど分野が違うわけでもないで
すし，冒頭のフランス留学のお話を伺っていても，いろ
いろな運が絡み合ったというような感じがします．
内 田  私が 1960年初頭にフランスに行ったのも，その年＊　http：//www.miyajima-soy.co.jp/kyoka/frame-kyoka.htm
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にレーザが発振したのも，更に 1970年に光ファイバの
低損失波長で，半導体レーザが連続発振したり，高感度
半導体光検出器が実現したのも，まさに偶然というか神
の思し召しだと思っています．

学 生  それというのは，その時代のトレンドというとこ
ろもあったわけなのですね．

内 田  トレンドということではなく，だれもそうなると
は思っていなかったですし，たまたまみんな好きで，そ
の方向に走っていったのが実状です．

学 生  そうなんですか……．
内 田  日本のレーザ研究の当初は斎藤成文先生，霜田光
一先生，そして物理，応用物理，電気系の人たちが一同
に集まってやってきたのが実状です．

学 生  たまたまですか……．
内 田  今でもレーザに集まった仲間はみんな楽しい時代
だったと言っています．

　　その後，日本の光通信は長波長超低損失光ファイバや
長波長半導体レーザを中心に世界の最先端に飛び出し，
欧米の研究所を訪問する際に長波長半導体レーザをお土
産に持って行くと非常に歓迎されました．我が国のレー
ザ研究の初期から四半世紀を経て，本学会誌昭和 61年 9

月号に「レーザ誕生後四半世紀」を書きましたが，2010

年がレーザ誕生 50年ですのでだれか若い方にレーザ誕
生後半世紀を書いてもらいたいと思っています．

　　そういうことで，御質問の電波分光学，マイクロ波，
レーザ，これらはすべて一貫した流れになっているとい
うことです．

 学生の就職活動

学 生  理科離れの話もお聞きしたかったのですが，これ
はいろいろなところで議論されているので，ポスドクも
含めて博士課程の学生の就職についてお伺いしたいと思
います．

内 田  少し古い文献ですが，「応用物理学会誌」1989年 4

月号に「新しい大学院への提言（3）：大学ルネッサンスへ
の施策」という提言を書きましたが，日本の博士号取得者
は教職以外にもっと興味を持ってもらいたいと思います．

　　欧米の場合，院生になると将来この企業のこの分野で
活躍したいと明確な人生目標を抱いています．やはり子
供のころからの自立精神を鍛えられているからだと思い

ます．そして一度企業に出て多様な経験を得てから大学
に戻る人，またその逆も多いのが実状です．ポスドク増
加の大きな要因は転職者が不利になる日本の雇用制度そ
して教員側の普段の教育にあると思います．日本も成果
を上げた人にその経歴にこだわらず門戸を広く開く世の
中になってほしいと期待しています．
学 生  今日の冒頭の部分で，壁にぶつかったときのお話
も伺いましたので，精神的にもだいぶ楽になりました
が（笑），自分も含めて，ドクターコースを修了しても
民間への就職が難しい，かと言ってアカデミックなポ
ストを探すにも空きがなく困ったと言う人ばかりいま
す．この場で言っていいのか分からないのですが，マ
スター修了にしておけば…と言ったり……．
内 田  何にでもフレキシブルに使えるということですね．
学 生  そうです．私も就職指導教員の方や自分の指導教
員の先生から聞く話によると，企業内ではマスターまで
勉強すれば後は企業内教育で方向付けするというような
空気があるけれども，ドクターになると，専門性が高く
なって，自分で目標を設定して解決するだけの能力があ
るから，現場でも○○を専攻している人が欲しいという
ようなマッチングになっているようでして，そうすると，
アカデミックなポストの数は増えるとは思えないので，
ドクターの学生も就職指導教員の方も産業界の空気を気
にかけています．
内 田  大学電気工学教育集会という電気系教官が毎年集
まる会議が以前にあり，そこでこの問題がよく議論され
ました．日本では教員の大半はあまり学外のことを経験
していません．米国ではMITなどを含めていろいろな企
業を経験してから大学に来る人が多く，欧州は米国と日
本の中間です．教員は企業情報を学生に与えますが，就
職は学生側の問題です．前述したように学生は，最初か
ら自分はどういう方向で，例えば某社に行きマネージャ
になってこういうことをやりたいと強烈な意志を持って
います．特に米国などは一度転職して失敗しても七転
び八起きができる社会です．欧米の学生を見ていると，
博士課程になったら，研究成果を上げて学会で発表し，
自分の将来計画実現に向けて強烈にアッピールします．
また欧州の人は，どこの国に行こうが欧州中で学位が
通用しますから，初任給も事前に予測でき，どこの国
で働こうが全く気にかけません．私は，日本では教員
は学生に絶えず自立を促す教育をすべきだと思います．
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将来，自分がいかなる職業に向くかなども日本の中か
らのみ選ぶ必要はないと思います．

学 生  ビル・ゲイツはハーバードを中退して，マイクロ
ソフトを作りましたよね．

内 田  彼らは会社を作るネタを大学院で探しています．
だから，大学院にいる意識が日本と基本的に違います．
やはり私も含めて日本の教員は産業の現況を院生に普段
から伝えて自立を促すべきと感じています．

学 生  そうですね．

 む　す　び

内 田  これから社会に出る人にぜひ言っておきたいのは，
産業構造の急変です．日本のエレクトロニクス産業は現
在大変な苦境にあります．一方，米国の Apple，Intel，
Google社などは急速に業績を伸ばしています．また欧州
も Nokiaなどが携帯電話の世界シェアが約 40％くらい
に対して，日本の携帯電話のシェアは各社合わせて 7％
くらいですから，コスト的に対抗できません．一方，中
国の華為技術（Huawei）社は米国シスコ社に続く業界 2

位になり，また通信端末の中興通迅（ZTE）社なども急速
に伸びてきています．両社とも日本に支社を作り日本の
通信会社に納入を始めています．日本の企業はまさに欧
米企業と中国の挟撃にあって正念場にかかっています．
例えば，2009年 2月に決着した Blu Ray光ディスクも
日本発の技術でほとんどできているにもかかわらず，そ
の収益は数年内に東南アジアに急速にシフトすると予測
されています．日本エレクトロニクス製造業の弱みは事
業収益モデルの急変に付いて行けないことが原因です．
Intel社は CPU，I/O，ストレージを一つのブラックボッ
クスにして，それらのインタフェースだけを公開してい
ます．したがって磁気デイスクなどの部品納入メーカ間

の価格競争が厳しいのに対し，Intelは高い粗利益を得
ています．これから就職する学生もこのような産業構造
の問題も徐々に理解して，自らの進路を決めてほしいと
願っています．また携帯電話の場合，1,000万行程度の
ソフトを含んでいます．そして Apple社は iPhone用の
応用ソフト作成のオープン化を進めて，同社と外部のソ
フト作成者が利益を共有するビジネスモデルを構築し，
ハードと合わせて高収益を上げています．また Google

社も携帯ソフトのみならずパソコン OSに関してもオー
プン化を進めています．

学 生  単純にモノだけ作って「これは，良いものですよ」
ということでは駄目だということですね．
内 田  ハードばかりでなく，ソフト，そして高収益を上
げるビジネスモデルなど，今すぐにその全体像を理解で
きなくても，そういう世の中になってきたことを頭の片
隅に置いて自己実現の人生設計を進めてほしいと願って
います．

学生の感想

竹本　淳　お話を伺うと先生の人生におけるターニング
ポイントはフランス留学とのことで，そこでの経験か
ら，専門分野はもちろんのこと，人間性の本質的部分
においても幅広い“引出し”を身に付けられているよう
に感じました．私は，博士後期課程に在籍しておりま
すが，ともすると専門性のみが深まってしまう状況に
陥りがちです．この先，どのような方向に進もうとも，
縦横無尽な見識を習得して社会から信頼される人間と
なるよう切磋琢磨したいと思います． 

五十嵐敦　私が最も印象的であり感慨深い言葉だと思っ
たのが，「努力をしても当然壁にぶつかることがある．
その場合は一度冷静に分析を行い，Bestだけでなく
2nd Best，3rd Bestを考えること」という言葉でした．
これは日々研究に勤しんでいる学生だけでなく，努力
し続けるすべての人にとって良い教訓になると感じま
した．

半田　亮　内田先生のお話は大変貴重なものでした．特
に海外でのお話は興味深いものでした．残念ながら，
私自身の知識不足や事前の準備不足から，自分の質
問がうまく伝わらず，また返答もとまどってしまい，
インタビュアとして少し心残りになってしまいました．



 はじめに―研究者になるきっかけ

学 生  田崎先生が新しくいろいろな研究に携わったりし
て，研究生活の第一歩に足を踏み入れつつあるといった
ころ，まずはその辺りからお聞かせ頂ければと思います
が，どういうことがきっかけで研究者になられたので
しょうか？

田 崎  私が研究生活に入ったのは 30歳のときです．普通
であれば大学を卒業するのが 22歳，ドクターコースを
出ても 27歳ですね．大学ならば皆さんよりも遅れて研
究生活に入っても，やり方では追いつき追い越せると思
いました．ただ，「何のテーマをやるか」と「どの手法で
やるか」の 2点が私にとって特に重要でした．

　　まず「何をやるか」からお話しします．この選択にはこ
れから皆さんも同様な経験をされるかと思うのですが，
やはりその人が持つ一つの運命が絡んでくると思うので
す．当時，通信の分野は右肩上がりに成長しているとき
でしたから，通信に関するどのような研究テーマでもそ
れなりに成果が上がると考えましたが，結局「ディジタ
ル通信方式」という分野を選ぶことになりました．

学 生  先生の研究業績の一つとしてベクトル量子化の研

究がありますが，その当時からベクトル量子化の御研究
に取り組まれたのでしょうか？

田 崎  いいえ，最初に取り組んだ課題は音声のデータ圧
縮で，ベクトル量子化はデータ圧縮研究の流れの一つで
した．私が研究を始めたころは音声伝送が重要であり，
画像の圧縮などというのはほとんどだれも考えていない
時代でした．
　　当時，ディジタル通信の代表格は PCM（Pulse Code 

Modulation：パルス符号変調）でしたが，音声のデータ圧
縮には予測符号化の一つである DPCM（Differential Pulse 

Code Modulation：差分パルス符号変調）があり，米国で
はベル研究所が，日本では NTT（当時は電電公社）が，こ
れに関する研究をやっていました．それで，上司の先生か
ら「DPCMよりデルタ変調の研究をやった方がいいんじゃ
ないか？」という話を頂いたのです．
　　デルタ変調の研究をやり始めてすぐに，極めて雑音に
強い方式であることが分かりました．ただ，DPCMより
帯域が広がります．そういう広がる帯域を圧縮する研究
に取り組みました．当時の音声伝送帯域は，アナログ電
話であれば 300 Hz～ 3.4 kHzまでですが，それをディジ
タルで 100 Hzぐらいまで圧縮したいわけです．このよ

田崎三郎名誉員に聞く
昭 36大阪府大・工・電気工学科卒．昭 45工博（阪大）．大阪市大助手，同講師を経て，昭 45愛媛大助教授，
昭 47同教授（工・電子工学科）．平 11愛媛大名誉教授及び松山大教授，更に広島国際学院大教授，尾道大
教授を経て，平 19尾道大名誉教授及び特命教授となり現在に至る．その間，米スタンフォード大客員教授，
愛媛大計算機室長，同学生部長，尾道大図書館長を歴任．
研究面では音声や画像情報を主対象とする高能率符号化と信号処理の開発研究を行い，ディジタル録
画研究で第 1回放送文化基金助成と第 2回赤井録音録画技術研究助成会助成を受賞．また，International 
Conference on Video, Audio and Data Recording や Intermag など数多くの国際会議の運営委員や座長，諮
問委員，招待講演者などを務め，この分野の国内外での研究発展に主導的役割を果たす．一方，画像情報
の多次元構造に着目して，世界で初めてベクトル量子化（VQ）手法を画像情報圧縮に導入し，以後数々の
優れた VQ方式を開発するとともに，画像符号化シンポジウムの運営委員会委員長となって多くの国内研
究者の指導育成に努めた．国際的にも Picture Coding Symposium日本代表や Packet Video Workshop 実行
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うな通信方式の有効な用途の一つは，軍用です．その結
果として，意図せずに軍用への適用に私たちの研究は巻
き込まれていきました．ところが，1960年代の終わりご
ろに大学紛争が起こり，軍と大学の連携，あるいは産学
連携，これらは絶対許せないと騒がれました．私たちの
研究はもろにそこに関係していたため，学生たちから袋
だたきに遭いました．

　　そういうわけで，これに関する研究でいろいろ論文を
出してドクターをとりましたが，当時のさる筋からのお
達しで，結局このテーマでの研究継続はできなくなりま
した．そうすると，次の新たな研究対象を何にするか考
えなければなりません．

　　ちなみに，現在第三世代の携帯電話で使っている
CDMA（Code Division Multiple Access：符号分割多元接
続）という方式を御存じですか．ドクターをとった研究
の一部は，CDMAの一つである周波数ホッピングとい
う方式の元の形なのです．

　　大学紛争は，日本だけではなく世界的な広がりを持っ
た紛争だったので，世界中の関連研究者が被害に遭った
のです．だから，彼らはみんな，例えば郵政省の電波研
究所などにいた研究者たちは非常に優秀で熱心でした
が，この分野の研究を一斉にやめてしまったのです．

　　当時私は，大阪市大にいたのですが，それまで親し
かった先生までが全共闘と協調してしまいましたから，
前と後ろから挟み打ちになって，「こんなところでは研
究は続けられない」と思っていたところに，ちょうど「愛
媛大で電子工学科を作るから来ないか」という話がきた
ので，これに乗りました．

　　そのとき「これから何をしたらよいか」と，半年ぐら
い新たなテーマ探しをやり，国内外のデータ圧縮理論の
資料をいろいろ当たりました．その結果，画像のディジ

タル記録は当時ほとんど研究されていないことに気付
き，「これを是非これからやりましょう」と決めたわけで
す．ただ，先人未踏なので，今後どうなるかは分かりま
せんが，とにかく今までやってきたデータ圧縮手法を画
像に適用してみる研究が新たなテーマでした．早速検討
を進め，ディジタル VTRに関する成果を 1971年に学会
に発表したのです［1］．
　　そして，その成果を持って NHKや NTT，あるいは松
下電器産業や日立製作所などに在籍する知り合いの研究
者を訪ねて「こういうことをこれからやろうとしている
のだが，見込みはどうや」と意見を聞いてみたところ，
全然お呼びでないのです．こんな感じで，学会に続けて
発表しても，だれも相手にしてくれなかったのです．け
れども，面白いことに，このディジタル録画に関する研
究が放送文化基金の第 1回目と赤井録音録画技術研究助
成会助成の第 2回目の研究助成を受けることになったの
です．助成金授与式後の懇親会で，赤井録音録画技術研
究助成会の審査委員長をなさっていた，東工大の川上正
光先生に，「君のテーマは委員の先生方が全部あかんと
言っていた．しかし私は，これは面白いと思うので，委
員長の特権で採用した」と言われて，ものすごくうれし
かったのを覚えています．

　　しかし，その後もずうっとあちこちの学会で発表して
も，だれからも相手にされなかった．気の置けない友人か
らは「おまえ，だれも相手にしないのに，まだこんなテー
マをよう続けているね」と言われたこともありました．
　　ところが，当時米国に Ampexというアナログ VTR

では世界トップのメーカがあったのですが，昭和 49年
（1974年）ごろ，国際学会で発表したついでに見学させて
ほしいと手紙を出したら「どうぞ，どうぞ」と言われまし
た．そして，Ampexに行ったら，何と入り口に 10人ぐ
らい並んで私を待っていてくれた．「これは一体どういう
ことか」とそのとき思ったのですが，一緒に御飯を食べた
後，夕方まで「おまえ，何をどこまでやっているのか」と
根掘り葉掘り聞かれ，世界が自分のディジタル VTR研究
に大変興味を持っていることを実感しました．

　　さて，一応ディジタル録画の研究が軌道に乗ってテー
マ追求に余裕も出てきたこともあって，音声でやってい
た予測符号化を用いた画像信号自体のデータ圧縮研究に
も熱を入れ始めました．当時の画像データ圧縮研究は直
交変換符号化開発が主流で，NTTや大企業の研究所の
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研究者はこぞってこのテーマに取り組んでいました．し
かし，私たちは直交変換符号化の研究に取り組むのに
ちょっと出遅れ，しかも愛媛大は田舎の大学でスタッフ
の数も全く違いますから，とてもじゃありませんが競争
してもかなわない． 

　　直交変換は等長ブロック符号化の一方式です．時間軸
上の信号を周波数軸上の信号に直交させて変換し，信号
処理をするから直交変換といいます．

　　これに対して，予測符号化は時間軸上の信号処理方式
です．だから，時間軸上でも多次元的にブロック符号化
ができないだろうかというアイデアが生まれました．し
かも，不等長のブロック符号化で，これがベクトル量子
化です．1977年のことです．このベクトル量子化は，先
ほど言ったデルタ変調と同じく雑音に強く，量子化と符
号化操作が同時にでき，しかも，データ圧縮が理論限界
に近い値となる利点がありました．

　　 1977～ 78年にかけて，スタンフォード大で研究を
しましたが，これも運命的なのです．文部省の在外研究
制度で海外に行くことになり，カリフォルニア大バーク
レー校，イリノイ大，そしてスタンフォード大の三つに，
「行きたいのだけれども受け入れてくれるか」と手紙を出
したのです．これらの 3校でやっている研究内容は，学
会誌などで大体分かっていましたから，だれかが興味を
持ってくれるだろうと思って手紙を出したのでした．一
番熱心だったのがバークレーで「是非，是非いらっしゃ
い」と返事がありました．ところが，スタンフォード大
の，当時は准教授だった R. M. Grayから，「最近新しい
着想に基づいた研究を開始しているので，是非，俺のと
ころに来て一緒に議論しないか」という内容の手紙が来
ました．「何ですか」と聞いたのですが，内容をきちん
と言わないのです．とにかく Gray先生の話が面白そう
だったので，スタンフォード大に決めたら，それが正解
だったのです．

　　何と，彼は音声のベクトル量子化をやっていました．
その上，スタンフォード大では，私を客員教授にしてく
れました．日本と違って何でも一般の教授と同じ扱いで，
教授会にも出られるのです．

　　スタンフォード大での経験はものすごいカルチャー
ショックで，彼らの研究の仕方や講義のやり方に目から
うろこでした．Gray先生のグループは国際色豊かです．
日本，メキシコ，イスラエル，米国の 4人のドクター

コースの学生がいたのですが，これが水曜日の午後から
ゼミを始めます．向こうの大学では普通は 5時になった
らすべての出入り口を閉めてしまうので，鍵を持ってい
なかったらどうにもならない．しかし，それにお構いな
く 6～ 7時ぐらいまで議論をしていました．その迫力と
いうか熱心さに，「研究というものはこういうものか」と
感じ入りました．
　　特に「ティーチャー・オブ・ザ・イヤー」をもらった
ことのある先生の講義を見る機会があったのですが，「な
るほどな」と思った．大先生ですよ．その方が，講義を
する前に教室のドアの前に立っているのです．ベルが
ジーッと鳴ると途端にパッと教室に入って講義を始める．
向こうの学生は必ず質問しますから，5分ぐらいで説明
できない質問には，「ネクスト」と言って回答を打ち切る．
ベルが鳴り終わってから「今日はここまで」と言ってき
ちんと終わる．次回の冒頭に，前回答えられなかった質
問についてざっと 5分ぐらい説明してから，今日の講義
に入る．それを見ていて「これはすごいな」と思いました．

 PRML 方式などの技術開発の経緯

学 生  再生側信号処理における PRML（Partial Response 

Maximum Likelihood）方式やベクトル量子化手法などの
研究や技術開発において，困られたこと，あるいは御苦
労されたことがありましたら教えて下さい．
田 崎  スタンフォード大での体験もあって，以後 Gray先
生らは音声を，私たちは画像をやっていくことになった
のですが，対象が音声と画像では研究のスピードが全然
違います．画像の研究には高価な装置がいりますし，実
験にものすごくお金がかかる．音声は扱う信号周波数
も低いですから Grayグループは成果をどんどん上げて
いったのですが，田崎グループが成果を出しても学会は
さっぱり相手にしてくれない．
　　ところが「拾う神あり」で，私たちが学会で発表して
いるのを三菱電機が興味を持ち，教えを請いにやって
来ました．当時，三菱電機は「三菱コンピュータ」とい
うのを作っていたので，自前でコンピュータシミュレー
ションができます．その成果を彼らは国際会議で発表し
ました．途端に画像のベクトル量子化というトピックが
世界の学界でワーッとにぎやかになったのです．後で
「コンピュータシミュレーションにどのぐらいお金がか
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かったのか」と聞いたら「約 1億円」と言っていました．
そんなお金は私たちグループが使えるわけないじゃない
ですか，そのころ私たちの研究費は年間何十万円しかな
かったわけですから．

　　一方，私たちのディジタル VTR研究のグループでは，
まず記録メディアをモデル化し，続いていろいろな記録
符号化と記録メディアと PRMLをトータルシステムと
して各種の特性改善方法を検討し続けました．そして，
転機は 1978年に訪れました．

　　英国の郵政通信研究所を訪問したとき，「IBA研究所
でも面白いことをやっているよ，あなたの話に合うかも
しれないから紹介してやる」と紹介されて行きました．
IBAは英国にある民間のテレビ会社なのですが，そこで
なんとディジタル VTRの試作品を作っていました．

　　日本に帰ってきて早速そのことを NHKの放送技術研究
所の研究者に話したら，「いや，うちもそろそろやらない
といけないと思っていた」なんて言い出して，それからも
のすごい勢いで NHKはこの研究をやり始めました．

　　ですから，この研究はやり始めてから 7～ 8年間か
かってようやく日の目を見たことになります．やはり自
分がこうと決めたことはとことんあきらめてはいけない
と思います．かつて川上先生の推薦もあり心強かったの
ですが，学会で相手にされない日々は，辛かったですけ
れどもね．

　　ところで，その後，カリフォルニア大サンタバーバラ
校のある教授が，ベクトル量子化の研究をやり始め，そ
して「私のところが一番最初に画像のベクトル量子化を
やった」と学会で主張しだしたのです．私たちは当然怒っ
た訳です．だけど，私たちが抗議の手紙を出しても全く
相手にされない．そこで最後に，Gray先生に，「君は私
たちが前からやっているのは知っているだろう，だから
そのことを彼に言ってくれ」と頼みました．そうしたら，
Gray先生が当人に話してくれて，結局認めさせた．こん
なこともあるので，外国に非常に親しい友人を作ってお
くことはとても大事なことです．

　　もう一つ，先ほどお話しした，英国に行ったときの話
ですが，そのとき会ったある研究者が，英国で「画像・
データ記録に関する国際会議」をやっているから発表し
に来ないかと誘ってくれたので，それから毎回行きまし
た．そうしたら，この会議の実行委員会メンバに入れら
れてしまいました．そういうことでつながりのある研究

者が欧州にでき，それが縁で彼らは私を英国の IEE（現
IET）という学会のフェローに推薦してくれたのです．
　　 IEEEという米国の学会のフェローも，そういった海
外の多くの知人たちの推薦が元です．だから，やはりい
かに海外に知己を持つことが重要か分かります．
　　今でも鮮明に覚えているのが，スウェーデンのストッ
クホルムで国際会議があったときの話です．懇親会の席
で，顔を知っている程度の英国の研究者が，たまたま横
に座りました．私はいつも外国人でも，割合すぐに親し
くなりその人の肩をポンとたたいたりするので，その人
に対してもそうやった．ところが，その翌日の朝，英国
人のほかの研究者が私のところへ来て「おまえ，夕べは
けしからんことをしたな」となじった．「一体何をしたと
言うんだ？」と尋ねたら，なんと私が肩をたたいた人は
「サー」の称号を持つ人だったのです．この称号を持つ
人は，英国では偉いのです．その後，英国で別の国際会
議があり出席したときに，懇親会の席の一番高いところ
にジャラジャラといっぱい勲章を付けた人たちがいたの
ですが，そのうちの一人がその人だったのです（笑）．私
なんかがとてもそばに行けないような場所です．そんな
大先生の肩をポンとたたいたりしたというのは非常に失
礼なことだったのですが，そんな慣例を私はよく分から
ずにやってしまいました．
　　まあ，そういうことを重ねることで，私は各国の研究者
たちと非常に親しくなっていきましたね．ですから，国
際会議に行って発表するというのは，単に発表するだけ
ではなく，ある意味では知人を作ることでした．そんな彼
らが事に臨んだとき非常に助けてくれるし，いろいろとア
ドバイスもしてくれる．そのお礼も込めて彼らを日本に客
員研究員として招待してもあげましたけれどもね．招待
されたら相手も必ず招待するのが国際ルールです．

 お勧めの書籍

学 生  話は変わりますが，田崎先生から，若手研究者に
読んでほしいお勧めの本がありましたら教えて下さい．
田 崎  私は学生時代に肺結核になりました．最初は化学
療法をやっていたのですがなかなか治らず，手術をしな
いと長くは生きられないと言われたので切ったのです．
そのときに読んだ本がヒルティの「幸福論」でした．
　　その本にはまず，幸福というのは極めて主観的なもの
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だと書いてあります．価値観というのは個人の数だけあ
るのですが，その人の気持ち，本人が満ち足りていると
感じたときが幸福なのだと．だから，病気をしていても，
自分が今できることをきちんとやっているのなら，人か
ら「おまえは不幸だな」と言われても別に気にならない．
私はヒルティの「幸福論」にものすごく救われた．2番目
に，多くの経験を積まない人生の段階において，対人関
係を人間はあまりにも重視しすぎる，あるいは信用しす
ぎる，とありました．その反対は「無関心」．この両方と
も駄目だと書いてあります．先ほど言った，外国の研究
者とも親しくなるという私のルーツはこの辺りから出て
いるのです．ですから，若いときは「幸福論」の文庫本
をいつも大事に持っていました．

　　それから，勉強以外でよく読んだのは司馬遼太郎の本．
「街道をゆく」という本がシリーズであり，すべて持って
いますが，ものすごく好きで，海外を理解するのに大い
に役立ちました．
　　もう一冊は，福沢諭吉の「文明論之概略」です．これ
は明治 8年（1875年）に書かれていますから，漢文調で
ちょっと分かりにくいので，丸山真男さんが分かりやす
く解釈しているのを読んだ方がよいかもしれません．福
沢諭吉は慶應義塾大を作った人ですが，日本人は独立心
を持たなければいけないという話の本です．「有形にお
いて数理学，無形において独立心」，この部分がこの本の
ものすごく大事なポイントです．

　　ほかには，「きけ わだつみのこえ」という本を知って
いますか．二十歳ちょっとぐらいの年齢で学徒動員され
て死んでいった特攻隊の人たちが書いたのをまとめた本
です．映画にもなりました．「わだつみ」というのは海
神のことです．これは是非一遍読んで頂きたいですが，
二十代ぐらいでこんなことが書けるのかと思うぐらい
しっかりした内容です．

　　だから，今，日本人が駄目だという言い方がよくされ
ますが，私はそう思いません．私たちはそういう優れた
先輩を持っているのですから．今は駄目かもしれません
が，きっとまたやっていけると思います．だから，一遍
お読みになるとよいと思います．

学 生  関連してですが，田崎先生は若いころは文学少年
だったとお聞きしていますが，そのころにたくさん本を
読んだことが人生におけるモチベーションになったので
しょうか？

田 崎  子供のころから，とにかくたくさん読みました．
だから，私は正直言って今でも漢字には強いですね．ま
た，私の文章がそこそこ体をなしているのも，そのせい
だと思います．若いときには出来るだけ多くの本を読ん
でおいた方がよいと思います．
学 生  若いうちにたくさん本を読んでおいたことが，そ
の後の進路につながったということですか？

田 崎  実は，私が理系の世界に入った理由は，病気になっ
たからなのです．病気にならなかったら，多分，文系に
進んでいたと思います．病気治療のために入った結核療
養所で親しくなった人が，「これからはどういう時代に
なるか」ということをいろいろと話してくれた．その中
で，「これからは電子の時代だ」と．
学 生  その方は御年配の方ですか？

田 崎  その方は私より五つぐらい上でした．まあ，その
方一人だけではなくて，ほかにも新聞記者の方とかいろ
いろな方がいました．ちなみに，その方は療養所を出て
から電気屋を始めましたけれども．
　　療養所は八人部屋でしたが，たまたまそういう人たち
と一緒になったのです．療養所生活は暇だからクラシッ
ク音楽をしょっちゅう聴いて，聴いた曲名などをずうっ
とノートに記録していました．それが 20 cmぐらいに
なっています．そういうのを聴いたり，人生論をやった
り，「これから何を勉強したらいいかな．僕は本が好き
だから，そっちの方面に行こうか」などと話していたわ
けです．そうしたら「そんなものでは食えへんよ」と言
われて．「今からは電子工学がいいと思う」，「じゃあ，
そうしようか」という感じで，その成れの果てが今なの
ですけれども（笑）．
学 生  療養所での話がきっかけで研究者になられたので
すか．
田 崎  世の中というのはどうなのでしょうね，運という
か，そういう機会に巡り会ったら最善を尽くすというか，
やれることをやるということではないでしょうかね．最
終的には自分の判断で電子工学への道を選びましたが，
いろいろ引き立ててくれた人たちのお陰がかなりあるの
でしょうね．
　　「運命の女神の前髪をつかめ」という話があります．運
命の女神はものすごい速さで私たちの横を通り過ぎてい
くので，その前髪をバッとつかまなければチャンスを逃
してしまうという例えなのですが，それが運命の女神で
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あることを気付くことと，それをつかもうという決断力
が必要です．結論から言えば，私はそれをつかむことが
できたことが幸いだったかなという感じはあります．も
ちろん逃している部分もずいぶんあると思いますが…．

 理科離れの対策

学 生  本会東京支部学生会の役員会で立てた，「理科離
れ」という企画を発端に，「最近の科学技術教育を見直す」
というテーマでいろいろな先生方にお書き頂いたのです
が，そこで田崎先生に，「理科離れの対策」をどのように
お考えなのか，お尋ねしたいと思います．

田 崎  世界の ITのランキングで，日本はブロードバンド
に関しては 134か国中 1位．「企業が優秀な情報関係の
技術者を集めやすい」というのでは 2位．しかしその中
で，「教育投資」は 134か国中 94番目なのです．「情報
系の人を集めやすい」ということと「教育投資が少ない」
ということの相関が今はそれほどありません．これまで
は日本はブロードバンドのようなハードの充実では進ん
でいましたが，教育投資は十分行ってきていないのです．
もっとやるべきだと思います．

　　先ほどもちょっと言いましたが，実は今も，一般の人
はディジタル情報とは何かをあまり御存じないのです．
特に，今，再就職や再雇用に関連して，希望者にもっと
情報リテラシーを付けてあげる必要があるのです．今，
世の中は変化がものすごく激しいですから，それについ
ていけるような情報リテラシー教育をしないといけな
い． そのための再教育が必要なのです．

　　それから，若い人に対して理系の我々の分野にもっと
興味を持ってもらうための投資が必要です．それは先生
たちの教育から始めなければなりません．ひどい話です
が，愛媛県の高等学校で情報系の科目を担当している先
生たちへの講演を頼まれたことがあります．50人ぐらい
来ましたかね．「この中に大学で情報系の学科をお出に
なった方はどれぐらいいらっしゃいますか」と聞いたら，
5人しかいません．「何が御専門でしたか」と聞いたら「私
は物理」，「私は数学です」，「私は生物」とか，驚いたこ
とには文系卒業の方もいらっしゃいましたね．どうして
そういう先生が情報科目を教えているかというと，パソ
コンが好きだから，パソコンをいじれるから，それだけ
の理由なんですね．

　　今，高等学校で「情報」は必修教科です．科目は情報 A，
情報 B，情報 Cとあります．大雑把に言うと，Aという
のはいってみれば基礎的な話．Bというのはコンピュー
タ関係，Cというのはネットワーク関係なのですが，ほ
とんどの高等学校は Aしかやっていない．しかも Aで
すら，そういう先生が教えている．どうしてかと言うと，
どこの大学でも入試問題に「情報」関係はほとんど出な
いので，あえてやる必要がないということで，「情報」を
やったことにして「数学」を勉強したりしているからで
す．そんな状況だから子供たちが情報に興味を持つはず
がない．そういう教育の在り方が大きな問題です．です
から，まず情報をちゃんと教えてくれる先生を養成しな
いと，子供たちが好きになるわけがない．だから，先生
の再教育を含めてもっと情報教育に投資しなければいけ
ない．大人の教育から始めないことには子供が好きにな
らない．子供たちに「やりなさい」と言うだけでは駄目
でしょうね．皆さんは情報の教育というのはありました
か，授業とか…．

学 生  あるにはありましたが…．
田 崎  全部やった？
学 生  Cはやってないと思います．
田 崎  今の高校では，Cをきちんと教えられる先生はあ
まりいないと思うな．「コンピュータが好き」という先生
ができるのは Bまでですね．Cまできちっと教えるため
には，やはりネットワークをきちんと勉強してもらわな
いと教えられない．
学 生  Bだと簡単なプログラミングまでやるのですか？
　それとも，それよりもっと簡単なWebの使い方とか
をやるのでしょうか？

田 崎  コンピュータの使い方が主な内容ではないでしょう
か．プログラミングというのは，高等学校ではあまりや
らないでしょう．やっているところもあるのでしょうが，
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一般的にはやっていないですね．例えば C言語にしても，
Javaにしても，半年もかければマスターできるのですよ．
一番大事なのは，やはり基礎をきちっとやってもらわな
いといけない．特にディジタルとは何かを分かってもら
わないと困る．「ディジタルが分からない」と言われると，
「なぜ分からないの？」という話になるので……．
学 生  我々は生まれたときからディジタルのある世代だ
と思うのですが……．

田 崎  そうですね．皆さんは別として，特に，アナログ
世代に育った人の再教育をやらなければいけないと思う
のです．ディジタルの考え方というか……．そういう意
味からいうと二本立てで教育しないといけないと思うの
です．
学 生  先ほどのお話にあった，学生に読んで欲しいとい
う「幸福論」に出てきた，人間関係を重視することと，無
関心なことと，これらをゼロイチで考えたらおかしなこ
とになるのですよね，何もできないと．だから，これは
アナログ的な考え方だと思うのです．ほどほどの，深入
りしすぎず，かと言って無関心すぎずという，そういう
ゼロでもイチでもないところ，これはアナログ的な思考
なのかなと思ったのですが．そういう意味ではないので
しょうか？

田 崎  ディジタルでよく 2値というじゃないですか．実
は，ディジタルは 2値である必要は全くないのですよ．
要は有限値であればよいのです．例えばアナログだった
ら，大きい方でメガ，小さい方でマイクロまでしか測定
することができないのです．ディジタルのすごいところ
は，現在は大きい方がペタ，小さい方はフォトまで．メ
ガというのは 10の 6乗，マイクロというのは 10のマイ
ナス 6乗，ペタというのは 10の 15乗，フォトというの
は 10のマイナス 15乗なのですが，それよりもディジタ
ルで扱える範囲は今，まだまだ広がりつつあります．

　　ですから，僕が記録システムの開発でやっていたのは，
2値ではなくて多値です．3値から 4値．そうすると，
結局，2値で記録していたのに比べて，同じところで記
録できる情報量が増えるじゃないですか．そういうこと
をやっていたので……．それが，だんだんハード的な技
術ができてくると，多値の識別，いわゆる判別ができま
すので，だから「では，どうなるのだ」という話になっ
ていくわけです．

　　ですから，先ほどの質問に対する答えとしては，いわ

れるようにアナログかというと，そういうわけではなく，
ディジタルで何段階もあり得るのです．
学 生  ディジタルというとゼロイチという印象が強いの
ですが，本当は，今，実際，我々がディジタルで扱って
いるように，多価値化ということですね．
田 崎  無限個ある場合でもそれらを識別できるよう全部に
番号を付けることができる．アナログ情報では番号が付
けられないのです．番号が付けられるということは数え
られるということですから，数えられるものは全部ディ
ジタル情報なのです．今までの技術だったらせいぜい 2

値だったわけです．今はだんだん技術が上がっています
から，3値でも 4値でも判別できるようになっていく．

 講義を行う上での工夫

学 生  話は変わりますが，田崎先生は，何か「授業の工
夫」のようなことをなされていますか？　もしありまし
たら，教えて下さい．
田 崎  私は，自分の講義はすべての人にオープンにして
います．ほかの先生方にも「オープンにしていますか
ら，どうぞ聴きに来て下さい」と言っています．このス
タイルは，先ほどお話ししたスタンフォード大の大先生
のやり方に感銘を受けたからなのですが，その代わりに
と言ったらなんですが，「先生のも聴かせて下さいね」と
言ったら，「いや，じゃあ，もう聴かせてもらわなくて
も結構です」と言って，だれも来ない．講義はどの先生
もみんなオープンにしたらいいと思うのですがね．また，
私の講義スタイルは厳しいですよ．いつも新聞を丸めた
のを作っておきまして，寝ている奴はポンポンと遠慮な
しになぐります．体罰は教師の特権です（笑）．ですから
遠慮なしに「おまえ，そんなところで寝ていたら風邪引
くぞ，おまえの良いところはその元気なところだけなの
に，風邪引いたら意味ないやろう」と言いながら，教室
をぐるぐる回っています．
学 生  学生さんたちはついてきますか．
田 崎  きますね．もちろん反発する者も少しおります．
そういう者には「出て行け，もう講義に来ないでいい」
と言います．「どうしても単位が欲しければ，講義がす
べて終わらなくても試験をしてやる．それにパスしたら，
出席しなくてもいい」と言っています．それにのってく
る学生はまずいませんけれども（笑）．でも「俺は俺の
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流儀でやるから，嫌だったら辞めておけ」と宣言してい
ます．幸い，私の担当講義は必修ではありませんからこ
れが可能です．もしそれが必修科目ならばこうはやりま
せん．必修を持った先生に対しては，学生が気に入らな
かろうが何だろうが，学生たちに単位を出さないのはい
かんぞと言っています．だから，必修は仕様がないから
教えるレベルを落とす．

学 生  そういう話はうちの学校でも聞きます．
田 崎  そうしないと卒業できませんから．ですので，必
修でアウトになるなんていうのはまあ起こらない．そ
の代わり，選択科目を受講した以上は単位をとるために
がんばってもらう．

　　私が大学の先生をやり始めたときに，大阪市大の大先
生から「おまえの担当講義の内容のレベル基準は上 3分
の 1の学生を目標にしろ．あとの学生は気にしなくても
いい」と．最近は下から 3分の 1辺りのレベルの学生を
基準にしていますが，それでも講義が分からない．今は，
こんな学生たちを放っておいたら間違いなくそのクラス
から留年生がガタガタ出ます．難しい時代ですね．

学 生   そうは言われても，いろいろと厳しいながらもうま
く学生さんをリードしていらっしゃるように感じます．

田 崎  私は学生のとき，結構遊んだものでした．だから，
先生になりたてのとき，大学のクラス会に行くと，「お
まえが先生になるとは思わなかった．クラスで一番先生
にならない男と思ってたけどね」と皆から言われました．
私に言わせると，大学の講義なんてものは，まじめに聴
いて復習しておいたら大体単位は取れるし，成績もそこ
そこ良くなるはずなのにね．それにもかかわらず今どき
の学生たちは「復習はせずバイトばかり．気が知れない」
と言うのです．

学 生  少しリラックスできた気がします．楽しいお話を
ありがとうございました．

文　献

 ［1］  田崎三郎，“ディジタル磁気録画に関する一考察，”電子
通信学会通信方式研究会資料，CS-71-53, Sept. 1971.

学生の感想

河野　仁　今回，田崎三郎先生との対談を終え，多くの
貴重なお話をお聞きすることができました．私の質問
にも丁寧にお答え頂き，「研究者の道を進むきっかけ」
という質問から様々な話題に広がり，例えば，戦争経
験者としてのお話や学生時代は今の学生と変わらない
遊びをしていたなどの，ある意味で時代・世代を超え
たお話となりました．また，対談中も和やかな雰囲気

で，先生のお人柄を表すような明るい感じの対談とな
りました．

　　対談の中で，最も心に残ったお言葉は「運命の女神
の前髪をつかむ」でした．私はこの言葉を初めて耳に
しました．人生様々なチャンスがやってくる中，一瞬
の好機を逃さず，女神の前髪をつかむために素早い判
断力・行動力が大切だとおっしゃっておりました．先
生御自身は「運良く女神の前髪をつかむことができ今
がある」ともおっしゃっていましたが，それは先生の
何事に対しても積極的な姿勢があってこそ前髪がつか
めたのだと考えております．私も今後，人生のチャン
スかと思われたときはこの言葉を思い出し，幸運の女
神の前髪をつかみたいと思います． 

米川雅人　インタビューの際，研究者は世間で使われる
技術について，人々にちゃんと説明しなければなら
ないという話がありました．私自身は説明が下手で
話が分かりにくいとよく怒られますが，田崎先生が
おっしゃったように，技術が使われる理由はちゃん
と説明が行われるべきだと思います．このような，何
にでも積極的にかかわろうという姿勢が大事である
と，お話を伺って強く感じました．田崎先生は，そん
な研究を行うには時期が早すぎると言われながらディ
ジタル画像処理の研究をやろうと決められ，その研
究を行われたときに周りからは良い反応がなかった
と話されました．そんな中でも世界中の研究者に手
紙を送り，コンタクトを取られたそうです．そのよ
うな周りの流れに逆らっていくような積極的な姿勢を，
私もお手本にさせて頂きたいと思います．

ディン・チョング・クアン　 8月に東京で行われた田
崎名誉員とのインタビューに参加できたことは，私に
とって大変貴重な経験であったと思います．特に，日
本で留学する留学生として，様々な経験をされた田崎
先生と話すことができ，貴重なインタビューの機会を
与えて頂きました．インタビューは短い時間でしたの
で，まだ聞きたいことがいろいろ残っていますが，先
生の科学研究や技術開発に真摯に向き合う姿勢と原動
力が伝わってきました．そして，長年，科学研究や技
術開発に対する情熱を維持し，日々を全力で生きる田
崎先生を，私は非常に尊敬します．
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自然科学・工学分野の研究開発の進展に伴って，信号
計測の重要性はますます高まりつつある．信号計測は，
我々が知りたい情報を抽出するためだけではなく，電子
情報システムの設計・制御にも大きな役割を果たして
おり，極めて広範囲な分野に適用されている技術といえ
る．その領域は，電磁波や光などの物理現象から脳波や
血流などの生体現象まで多岐にわたり，今後とも計測対
象は広がっていくことが予想される．
信号計測では，対象物にできるだけ影響を与えるこ
となく，必要な情報を精度良く抽出しなければならな
い．一方，実際の信号計測では，計測機器やプローブの
設置に際して，様々な制約が生じるケースがあるため，

個々の計測環境ごとに適切な判断が求められる．すなわ
ち，信号計測における精度や誤差の評価は重要な課題で
あり，計測機器の設置・校正を的確に実施し，得られ
るデータの信頼性を高めていく必要がある．そのために
は，信号計測技術の基本原理・要素技術，更には，適用
範囲を事前に理解しておくことが重要である．
さて，一次元である時系列信号の計測は，観測対象と
する情報により，時間領域型と周波数領域型に大別され
る［1］，［2］．前者は，時間波形のパラメータを計測する
技術であり，個々の事象の特性を把握する上で有効であ
る．後者は，対象信号の周波数情報（周波数スペクトル，
あるいは周波数スペクトラム）を計測する技術であり，
信号の周波数と検出レベルの関係を把握する上で有効で
ある．いずれの手法を用いるかは，対象とする信号の変
動特性，抽出したい信号の情報（あるいは，波形パラメー
タ），計測機器の設置環境などを考慮して決定すること
になる．
本論文では，計測技術講座の第 1回として，オシロス
コープを用いた時間領域の信号計測技術について解説す
る．まず，2章では，時間領域における信号計測の特徴

時間領域の信号計測技術：
オシロスコープを用いた信号計測
Time-domain Signal Measurement using Oscilloscope

解説論文

馬杉正男†1　Masao Masugi†1 秋山佳春†1　Yoshiharu Akiyama†1

村川一雄†2　Kazuo Murakawa†2

†1　日本電信電話株式会社 NTT 環境エネルギー研究所，武蔵野市
  NTT Energy and Environment Systems Laboratories, 
 NTT Corporation, Musashino-shi, Tokyo,  180-8585 Japan
†2　東日本電信電話株式会社 ネットワーク事業推進本部，東京都
  Network Business Headquarters, NTT East Corporation, 
        Tokyo, 141-0022 Japan

信号計測は，時間領域型と周波数領域型に大別できる．前者は，時間波形を計
測する技術であり，個々の事象の特性を把握する上で有効である．後者は，対

象信号の周波数情報を直接的に計測する技術であり，信号の周波数と検出レベルの関係を把握する上で有効である．
本論文では，計測技術講座の第１回目として，オシロスコープを用いた時間領域の信号計測技術について解説する．
信号計測においては，対象物にできるだけ影響を与えることなく，必要な情報を精度良く抽出することが求められるが，
そのためには，信号計測技術の基本原理や適用範囲を事前に理解しておくことが重要である．以下，時間領域の信号
計測の実施に際して把握すべき項目として，対象信号の種別，オシロスコープの基本原理・設定法，実環境での信号
計測の留意点，更には，信号検出時のインタフェースとなるプローブ・センサ技術などを解説する．

オシロスコープ，信号計測，時間領域，周波数領域，信号計測プローブ
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解説論文：時間領域の信号計測技術：オシロスコープを用いた信号計測 43

連
載
企
画

Topics of Emerging Technologies

と観測対象とする信号例について述べる．次に，3章で
は，オシロスコープの方式分類を示すとともに，信号計
測を理解するための準備項目として，各方式の基本原理
を解説する．4章では，オシロスコープを用いた信号計
測にかかわる基本設定，性能，計測誤差にかかわる留意
点を記載する．また，4章では，オシロスコープ本体だ
けではなく，信号検出時のインタフェースとなるプロー
ブ・センサについても触れる．最後に 5章では全体を総
括し，今後の方向性を展望する．

2. 時間領域における信号計測

2.1   時間領域における信号計測の特徴

前述したように，信号計測は，時間領域型と周波数領
域型に大別される．時間領域における信号計測は，時間
的に変動する波形データの計測を目的とするものであ
り，オシロスコープが代表的な計測機器である．一方，
周波数領域における信号計測は，周波数情報の計測を目
的とし，スペクトルアナライザ（あるいは，スペクトラ
ムアナライザ）が代表的な計測機器である．
時間領域の信号計測は，時間波形データのパラメー
タ観測が可能であり，発生した個々の事象の把握に有
効である．一方，スペクトルアナライザを用いた周波
数領域の信号計測は，一般的に周波数分解能やダイナ
ミックレンジ（＝最大信号と最小信号の比（dB））の点
で優れており，高精度の計測が実現可能であるが，静
電気放電や雷などに起因する過渡的な波形データの検
出には，必ずしも向かない．なお現在，市販されてい
るオシロスコープの多くは，時間波形データをフーリ
エ変換して周波数スペクトルを表示する機能を備えて
いるが，オシロスコープとスペクトルアナライザの計
測表示値（単位）は，等価ではない点に留意しておく必
要がある（次回の“周波数領域の計測技術講座”に記載
予定）．
ここで，計測対象となる信号の分類例を図 1に示す．
同図に示すように，時間的に変動する信号は，確定的信
号と非確定的信号に大別される［3］．まず，確定的信号
とは，反復して観測した場合でも同一の時間波形が得ら
れ，明確な数学式で表現できる信号である．そして確定
的信号は，正弦波のように周期的に時間波形が繰り返す

周期信号と，過渡信号のように一定時間後に消滅する非
周期信号に分類される．一方，非確定的信号は，観測す
る度に異なる変動特性を示し，数式での完全なモデル化
には限界がある．自然界に存在する現象の大半はこのタ
イプに属し，統計的性質が，時間とともに変化しない定
常信号と，変動する非定常信号に分類される．なおここ
で，定常信号については，類似した変動特性が一定の周
期で反復して観測される周期的定常信号（周期的信号）
と，白色雑音のように周期性が観測されない非周期的定
常信号（統計的性質が時間領域上で変化しない非周期信
号）に大別される．一方，非定常信号は，統計的性質が
時間領域上で変化する非周期信号などに対応させること
ができる．
このとき，オシロスコープによる信号計測は，図 1に
示すすべてのパターンの信号をカバー可能である．しか
しながら，例えば，実環境において，無線通信波のよう
な周期的な変動信号を観測する場合には，ダイナミック
レンジが広く，かつ，事前に指定した周波数帯域におけ
る信号電力レベル（平均，またはピーク）を高精度で表
示可能なスペクトルアナライザを用いるのが一般的で
ある．すなわち，時間領域と周波数領域の信号計測のい
ずれを用いるかは，対象とする信号の変動特性，抽出し
たい信号の情報（あるいは，波形パラメータ），計測機
器の設置環境などを考慮して決定することになる．この
際，時間波形パラメータの解析時や過渡波の検出時など
では，オシロスコープを用いた時間領域の信号計測技術
が選択される．

2.2　時間波形パラメータについて

上述したように，自然界や人工システムには，様々な
信号が存在し，オシロスコープを用いた信号計測によ
り，個々の波形データの検出と評価が可能となる．
ここで，周期信号と非周期信号の時間波形パラメータ

 

θ

アクセスポイント（AP）

hr

10 m

3 m

5 m

ユーザ端末（UP）

確定的信号

非確定的信号

周期信号 ：正弦波，連続パルス波，ほか

非周期信号：過渡波，単一パルス波，ほか

定常信号

非定常信号 統計的性質が時間変動する非周期
信号など：
心臓発作時の心電図，地震波，ほか

周期的信号：健常者の心電図，ほか

非周期信号：白色雑音，ほか

図 1　信号の分類例 
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の定義例を図 2に示す．同図が示すように，波形デー
タにおいて，信号振幅軸（垂直軸）に対しては，最大値
（ピーク値）やピーク・ピーク値，時間軸（水平軸）に対
しては，立ち上がり時間やパルス幅などの波形パラメー
タが定義される［1］．現在，これらの波形パラメータを
自動解析できるオシロスコープが広く普及しており，検
出した波形データを効率的に解析することができる．な
お，オシロスコープは，電圧（V：Voltage）の単位で波
形データを表示することになるが，実際の検出レベル
は，接続したプローブ・センサの感度特性を考慮して換
算する必要がある．

3. オシロスコープの方式と基本原理

3.1　オシロスコープの方式分類

まず，方式の違いによるオシロスコープの分類例を表
1に示す．同表が示すように，時間波形の計測機器であ
るオシロスコープは，信号垂直軸（信号振幅）の処理の
仕方によりアナログ型（アナログオシロスコープ）とディ
ジタル型（ディジタルオシロスコープ）に大別される．
前者は，入力信号をアナログ形式のまま処理するタイプ
であり，後者は A-D（Analog-Digital）変換によって，入
力信号（アナログ信号）をディジタル信号に変換する方
法に基づく［2］，［4］，［5］．
次に，時間軸上の処理法から見ると，アナログオシロ
スコープについては入力信号のサンプリング処理の有
無，またディジタルオシロスコープについては，サンプ
リング方式によってタイプ分類される．更にまた，サン
プリング方式としては，入力信号を一定時間間隔でサン
プリング処理する実時間型と入力信号のサンプル間隔
を変更（あるいは補充）可能な等価時間型に分類される．
等価時間型は，実際のサンプリング周期より高い時間分
解能を得ることができるが，周期信号にしか適用できな
い．なお，入力信号をスキャンコンバータ管にいったん
蓄積し，その後，A-D変換により波形データ出力する
計測装置は，波形ディジタイザなどと呼ばれることもあ
る．このタイプは，広帯域を実現できるというメリット
があるが，現在では，その優位性が低下しており，ディ
ジタルオシロスコープに置き換わりつつある．
次節では，信号計測を実施する際に必要となる基本操
作や適用性を理解する観点から，オシロスコープの基本
原理を解説する．

（a）周期信号

一周期区間

時間

振
幅

（b）非周期信号（単一パルス波）

時間

振
幅

1.0
0.9

0.5

0.1
T1

T2

1.0

－1.0

ピーク・
ピーク値

最大値
（ピーク値）

最大値
（ピーク値）

T1：立ち上がり時間
T2：パルス幅

図 2　波形パラメータ例 

W_Bp_KY1_S

タイプ種別 時間軸のサンプリング処理 （参考）

計測対象信号大分類 呼　称 処理の有無 方　式

アナログ型
オシロスコープ
（アナログオシロスコープ） 無 － 周期信号

周期的信号＊
サンプリングオシロスコープ 等価時間

ディジタル型
（A-D 変換型）

ディジタルオシロスコープ
（ストレージ型）

実時間

ディジタルサンプリング
オシロスコープ 等価時間

＊  周期的信号の変動特性が安定しない場合，計測精度は低下．

有
周期信号
周期的信号
非周期信号

周期信号
周期的信号＊

表 1　方式の違いによるオシロスコープの分類例
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3.2　オシロスコープの基本原理

（1）アナログオシロスコープ
アナログオシロスコープは，ブラウン管 CRT（以下，

CRT）上に，入力信号の時間変動を電子ビームの物理的な
移動によりトレース表示するタイプである．ここで，ア
ナログオシロスコープの基本回路構成例を図 3に示す．

同図において，入力信号は，垂直軸回路（信号レベル
調整部）を経由して，CRTの垂直偏向板に送られる．垂
直偏向板に加えられた信号は，その電圧変動レベルに応
じて，垂直偏向板を上下に移動し CRT上で輝点として
表示される．ただし，入力信号の時間軸方向の変動を観
測するためには，CRTの水平偏向板を駆動するための掃
引信号が必要となる．ここで CRTの水平偏向板・駆動
の前段処理として，トリガ回路は，入力信号（あるいは，
外部からのトリガ信号）の変動周期に応じて，同期信号
を抽出する．次に，水平軸回路は，抽出された同期信号
に基づいて，CRTの水平偏向板を掃引するための掃引信
号（のこぎり波信号など）を生成する．続いて，CRTの
水平偏向板に加えられた掃引信号は，水平軸方向に一定
速度で移動（掃引）する．すなわち，CRTの水平偏向板
に掃引信号が与えられることで，入力信号の輝点が水平
方向に移動し，その時間変動が輝度として表示される．
以上で述べたように，アナログオシロスコープでは，時
間軸方向に対して同期をとるための掃引信号を生成する
原理を用いており，正弦波などの周期信号が計測対象とな
る．最初のトリガ信号の入力をタイミングとして，1回の
みの掃引信号を生成するシングルモードを備えているタ
イプも多いが，過渡的な現象を精度良く観測する際には，
ディジタルオシロスコープが性能面でより優れている．
一方で，アナログオシロスコープは，波形データの表
示を CRTの明るさで調整でき，濃淡表現が優れている点
が特徴である．輝度が高い信号ほど明るく表示されるた

め，入力信号の変動を詳細に観測する目的に向いている．
（2）ディジタルオシロスコープ
ディジタルオシロスコープは，入力信号（アナログ信
号）を A-D変換して，波形データを表示する原理に基づ
いている．ここで，ディジタルオシロスコープの基本回
路構成例を図 4に示す．同図において，入力信号は，レ
ベル調整部を経由して A-D変換部に送られ，2進数デー
タに変換される．2進数データに変換された波形データ
は，メモリに一時記録され，その後，信号処理部（CPU）
を経由して，波形表示部に時間波形が表示される．このと
き，A-D変換部のサンプリング速度が速いほど，より高
い周波数特性を有する入力信号に対応することができる．

ディジタルオシロスコープは，入力信号が非周期的な
過渡現象にも対応可能であると同時に，入力信号を表
示・検出する際のトリガ条件を複数選択できる点が長所
となる．1980年代以降，A-D変換器の処理速度の高速
化とともに，高い処理性能を有する製品が多数出荷され
ており，ディジタルオシロスコープが現在の主流となっ
ている．また，信号処理部の性能向上とともに，多様な
波形データの解析機能（波形データの立ち上がり時間・
パルス幅や周波数スペクトルの解析機能，波形データの
加算処理機能，波形データ変動幅の導出機能など）を備
えたタイプが多く普及し，ユーザにとっての利便性は飛
躍的に改善している．ただし，ディジタルオシロスコー
プについては，サンプリング設定次第で，誤った波形
データが観測される可能性がある点に注意しなければな
らない（4.3節参照）．

4. オシロスコープを用いた信号計測の実際

4.1　オシロスコープの基本設定

本節では，オシロスコープを用いた信号計測を実施
する上でポイントとなる基本設定について述べる．図 5

水平軸回路
（掃引信号生成路）

入力
信号

トリガ回路

垂直軸回路

ブラウン管
CRT

図 3　アナログオシロスコープの基本回路構成
レベル調整部 A-D変換部 メモリ 信号処理部

CPU
入力
信号 （1001100…）

トリガ回路部 波形表示部

図 4　ディジタルオシロスコープの基本回路構成
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は，入力数 2のオシロスコープのフロントパネル例であ
り，感度設定（垂直軸設定），時間軸設定（水平軸設定），
トリガ条件選択部，信号入力部などが表示されている．
以下，信号計測上の基本設定項目を解説する．

（1）感度設定（垂直軸設定）
オシロスコープでの信号計測に際しては，入力信号
の振幅変動に応じて，感度レベルを設定する（設定例：
0.1 V/div.，1 V/div.など．ここで，div.は Divisionの略
で 1目盛の大きさに対応）．なお，周期信号の振幅レベ
ル（及び周期変動特性）に対応して，感度レベル（及び
時間軸方向のスケールレベル）を自動調整する機能を備
えたオシロスコープが一般的に普及している．したがっ
て，その機能を活用し，入力信号のおおよその変動範囲
を把握した上で，詳細な感度設定を調整・選択する手順
が効率的である．
ところで，垂直軸にかかわる設定項目として，通常の
オシロスコープでは，入力信号の直流電圧から高周波成
分まですべてを対象とする条件（DCカップリング）と直
流成分をカットとする条件（ACカップリング）の選択が
可能である．この際，前者の設定時では，入力信号は絶
対値で表示され，後者の設定においては，コンデンサを
通して交流成分のみが計測対象となるため，グラウンド
（GND）基準軸を前後するように波形データが表示される．
なお，一般的にオシロスコープの入力抵抗は，主に

50 または 1 M に対応しており，利用するプローブ・
センサの抵抗条件や終端条件などに応じて選択すること
になる．

（2）時間軸設定（水平軸設定）
信号計測時には，入力信号の変動周期に応じて，時間
軸方向のスケールレベルを設定する（設定例：10 ns/div.，
10 ms /div.など）．すなわち，入力信号の周期変動特性や
立ち上がり（あるいは立ち下がり）特性が増加するほど，
時間軸方向のスケール設定をより短い値に設定しなけれ
ば，入力信号を正確に観測できない．感度設定の項目欄
に記載したように，多くの市販オシロスコープは，周期
的な入力信号に対して，時間軸方向のスケールレベルを
自動調整する機能を有しており，その機能をうまく活用
することがポイントとなる．
ところで，ディジタルオシロスコープ利用時において
は，アナログ形式である入力信号をディジタル信号へ変
換時のサンプリング間隔（あるいはサンプリング速度）
に注意しなければならない．ここで，入力信号とサンプ
リング間隔の関係を説明するためのイメージ例を図 6に
示す．同図では，元のアナログ信号（入力信号）が，点
として等間隔でサンプリングされ，アナログ値からディ
ジタル信号へ変換されるイメージを示している．本例
では，入力信号の変動周期に対して，サンプリング間隔
が長い設定時には，粗い点線のような波形データとして
抽出され，計測精度が低下する例を示している．サンプ
リング間隔が不十分な場合に発生する状態は，エリア
シングと呼ばれる．波形データを正確に観測するために
は，サンプリング周波数（サンプリング速度）は，以下
のようにナイキスト周波数条件を満足するように設定し
なければならない．

　入力信号の周波数（Hz）
　　 ＜ サンプリング周波数（Hz）× 2    （1）

ただし，上式は，単一の周波数に関するものである．

EXT.Trig.

波形データ表示部
上段：時間波形データ例
下段：周波数情報の解析例

Input 1 Input 2

Trigger

電源

Horizontal

時間軸設定

信号入力部 外部トリガ
入力部

トリガ
条件設定

感度設定
入力1,2用

Vertical

図 5　オシロスコープのフロントパネル例

サンプリング間隔 時間

図 6　入力信号とサンプリング間隔の関係例
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実際の入力信号は，複数の周波数を含んでいる点などを
考慮し，実環境での計測では，信号の基本周波数に対し
て，3～ 4倍程度のサンプリング速度で設定する．サン
プリング間隔は，時間軸方向のスケールレベルに対応し
て決定されるが，対象とする入力信号の周波数特性やオ
シロスコープ内部のメモリ長なども考慮しながら，適切
に選択調整する必要がある．

（3）トリガ条件の設定
オシロスコープへの入力信号を画面表示・検出するた
めの制御がトリガ機能であるが，アナログオシロスコー
プとディジタルオシロスコープでは，その位置付けがや
や異なる．まず，アナログオシロスコープについては，
トリガ信号によって輝度点の掃引が開始されることで，
CRT上に波形データの変動が表示される．一方，ディジ
タルオシロスコープの場合，入力信号は，順次 A-D変
換され，内部メモリに取り込まれており，事前に指定し
たトリガ条件が与えられた際に，内部メモリの記憶動作
を停止して波形データが表示される．
さて，トリガ信号については，入力信号をそのまま利
用する方法と外部トリガ信号源を利用する方法に大別さ
れる．入力信号をトリガ信号とする場合は，任意に設定
したしきい値（基準レベル）を入力信号が横切る条件時
に波形データを検出するエッジトリガとその他の高機能
トリガ（エッジトリガ条件からの経過時間やイベント数
を用いる高機能エッジトリガ，特定のパルス幅の設定条
件を用いるパルス幅トリガ，特定の振幅範囲にある時間
以上とどまる条件を用いるウィンドウトリガ，パルス列
の持続時間をトリガ条件とするタイムアウトトリガ，ほ
か）に分類される．
ここで，エッジトリガの設定イメージと実際の波形
データの検出例を図 7に示す．図 7（a）は，事前に設定
したトリガレベル 1以上の大きさの入力信号に対して波
形データの取込みが可能となるが，入力信号が事前に設
定したトリガレベルに達していないトリガレベル 2の条
件では波形データの取込みができないイメージに対応す
る．次に，図 7（b）は，静電気放電時に発生した放電波
形データの検出例を示している（トリガ条件：設定レベ
ル＝8 V，時間軸上の設定位置＝30 ns）．本例において，
データ A（実線）は，事前のトリガ設定を超える振幅値
を有し，実際にオシロスコープで検出された例に対応し
ている．一方，データ B（点線）の場合，ピーク値がト

リガ設定値に到達しなかったためにオシロスコープに表
示・検出されなかった例である．このように，波形デー
タの計測に際して，トリガ条件の設定は重要なポイント
であり，計測対象とする信号の変動特性（振幅値，継続
時間，周期性の有無など）を考慮する必要がある．
ディジタルオシロスコープについては，トリガ発生前
より，順次，波形データをメモリに取り込んでおり，時
間軸上のトリガの設定位置を調整することで，非周期信
号などの記録・表示範囲を変えることができる．本例
が示すように，エッジトリガでは，入力信号の振幅変動
が事前にある程度の範囲で予測できることが前提となる
が，設定・操作が容易であり，波形データを取得する上
で欠かせない機能といえる．
ここで，入力信号の変動パターンを論理識別する高機
能トリガは，ディジタルオシロスコープのみが対応して
いる．現在，市販ディジタルオシロスコープでは，各種
のトリガ条件を組み合わせる機能を有しているタイプも
多く，対象とする入力信号のパターンや計測目的に応じ
て利用法を選択することが可能である．
なお，上記で示したトリガ条件に対して，一般的にオ
シロスコープは，オート（Auto），ノーマル（Normal），
シングル（Single）と呼ばれる 3種類のモードを備えて

（a）エッジトリガの設定イメージ

（b）実際の波形データ例

時間

トリガレベル１

トリガレベル２振
幅

入力信号

トリガ設定位置

0

4

8

16

時間（ns）

振
幅（
V）

0 100 200

12 データ A

データ B
（未検出）

（トリガレベル）

図 7　エッジトリガの設定イメージと波形データの検出例 
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いる．まず，オートモードは，一定時間範囲の波形デー
タをトリガ条件に無関係に絶えず表示するタイプで，感
度設定や時間スケールを調整するのに適している．ただ
し，入力信号の同期がとれない場合には，波形データが
うまく表示されない．次に，ノーマルモードは，トリガ条
件を満たしたときのみに波形データを繰り返し取得する．
最後に，シングルモードについては，トリガ条件を満た
したときのみに波形データを 1回だけ取得する目的に対
応する．したがって，別の波形データを取得する際には，
再計測の操作が必要となる．これらトリガモードは，信
号計測の目的や状況に応じて使い分けることになる．

4.2　オシロスコープの性能

オシロスコープの基本性能は，信号計測用の周波数帯
域に依存し，その範囲が広がるほど，より高い周波数特
性を有する信号を正確に検出することが可能となる．オ
シロスコープの周波数帯域は，一般的に DCから上限周
波数までが与えられ（例：DC～ 1 GHzなど），基本性
能としてカタログや計測機器に記載されている．
この上限周波数は，オシロスコープに対して，正弦波
を入力した際に，上限感度の－3 dB（振幅値換算で約 0.7

倍）まで減衰する範囲に対応する［4］，［5］．図 8は，正
規化した周波数帯域特性を示すイメージ図であり，例え
ば，上限周波数 f＝ 100 MHzの条件時に，100 MHz周
期を有する信号を計測対象とする際には，30％程度の
計測誤差が生じる可能性を示している．したがって，十
分な周波数帯域を考慮しないと，高い周波数成分を有す
る信号を正確に計測できない．なお，ACカップリング
選択時には，とりわけ低周波数帯の感度が低下するケー
スがあり，各オシロスコープの性能条件を仕様書などで

チェックしておく必要がある．
またパルス波形などの高速・広帯域信号を計測する際
には，オシロスコープの立ち上がり時間を考慮すること
が重要である．オシロスコープの立ち上がり時間は，オ
シロスコープの周波数帯域より換算することが可能であ
り，定数を k（＝0.35～0.45程度）として次式が成立する．

　立ち上がり時間（s）×周波数帯域（Hz）＝ k （2）

 式（2） は，オシロスコープの周波数帯域が増加する
ほど，オシロスコープの立ち上がり時間が短くなること
を意味する．オシロスコープの立ち上がり時間が短くな
るほど，より立ち上がり率が速い入力信号に対応し，高
速な過渡現象を正確に観測できる．
その他の性能上の評価項目としては，サンプリング速
度，波形データの取込みレート，メモリ長などが挙げら
れる．サンプリング速度については，前節で記載したよ
うに，入力信号の周波数の 3～ 4倍程度以上に設定する
ことが望ましい．次に波形データの取込みレートは，ト
リガ制御ごとの波形データの取得速度に対応する．波形
データの取込みレートは，オシロスコープのタイプに
よって異なるが，その効率が良いほど，より短い時間に
繰返し波形データの表示・検出が可能となる．続いて，
メモリ長は，入力チャネルごとのデータサンプル数に対
応する．現在，ユーザのマニュアル操作によってメモリ
長を変更可能なオシロスコープが多く普及しており，よ
り長い時間範囲の波形データを観測したい場合には，メ
モリ長を拡張させることになる．しかしながら，メモリ
長の拡張は，1回当りの波形データ取込み時間の増加，
すなわち計測システムのデッドタイム（計測不能時間）が
増加することを意味することに留意しなければならない．
ところで，現在，周波数帯域の上限値として，アナロ
グオシロスコープで数十～ 500 MHz程度，ディジタル
オシロスコープ（ストレージ型）で数百MHz～ 30 GHz

程度，ディジタルサンプリングオシロスコープで数～
100 GHz程度のものが日本国内で市販されている．A-D

変換器の性能向上とともに，ディジタルオシロスコー
プの市場占有率が増加してきたが，例えば，フェムト秒
光パルス波形を対象とする高速信号計測分野（上限例：
100～ 800 GHz程度）では，現在，アナログ方式技術が
重要な位置付けを占めている．

0

－1

－2

－3

減
衰
度（
dB
）

f×0.1
規格化・周波数

f×0.5 f

図 8　オシロスコープの周波数帯域
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4.3　信号計測時の留意点

オシロスコープによる信号計測の精度や誤差の評価
は，時間軸方向と信号垂直軸（信号振幅軸）方向に分け
て議論できる．
時間軸方向に関しては，4.1節で記載したように，時
間軸スケールやサンプリング間隔の設定がポイントとな
る．前述したように，ディジタルオシロスコープについ
ては，入力信号の基本周波数に対して，3～ 4倍程度以
上のサンプリング周期に設定することが，精度の良い波
形データを取得する上で重要である．また，その他の時
間軸方向の誤差要因として，アナログオシロスコープに
関しては，水平軸回路アンプの精度や CRTの読取り誤
差，ディジタルオシロスコープに関しては，クロック発
生回路の周波数精度もチェック項目として挙げられる
［4］．技術の進歩とともに，これら時間軸方向の誤差要
因は，計測精度を測る上で無視できるレベルになりつつ
あると考えられるが，信号計測に際しては，各オシロス
コープの実装スペックを把握しておくことが望ましい．
一方，信号垂直軸については，設定感度（信号振幅の
分解能）と雑音が，計測精度の評価項目とかかわってく
る．すなわち，精度の良い信号計測を実施するためには，
適切に感度設定を実施するだけでなく，各種雑音をで
きる限り抑制するように配慮しなければならない．ここ
で，雑音要因としては，オシロスコープ自身による雑音
と外部からの雑音に分類される．前者については，オシ
ロスコープの内部回路素子の温度特性などに影響される
もので，その特性を安定化させる上でも，オシロスコー
プの電源投入後，一定時間（10～ 30分間など）を経た
後から信号計測を開始するのが望ましい．一方，外部か
らの雑音の影響を抑制する手段の一つとして，電源系に
対してノイズカットトランスを利用する方法が挙げられ
る．電源系にノイズカットトランスを挿入することで，
雑音を抑制するだけでなく，短絡や感電のリスクも軽減
できるメリットがある．その他として，オシロスコープ
の自動校正機能の利用や入力プローブの適切な選択と設
定などに配慮することが重要である．
なお，ディジタルオシロスコープについては，アナロ
グ信号をディジタル化する際，波形データの四捨五入，
切上げ，切捨てなどの量子化誤差が発生する．多くのオ
シロスコープのディジタル値は 8～ 12ビット程度の分
解能を有し，量子化誤差を抑制する観点から，入力信号

の変動範囲を考慮し，適切に感度設定することが望まし
い（例えば，分解能が 8ビットと 10ビットの場合，各々
28＝256と 210＝1,024ステップに信号垂直軸のフルス
ケールが分割される．10 Vピーク値の時間波形データが
フルスケール表示されていると想定すると，各々 10 V÷
256≒ 0.039 V，10 V÷1,024≒0.00977 Vのステップに
分割されることを意味する）．

4.4　信号計測用プローブ・センサ

正確な信号計測を実施するためには，オシロスコープ
単体だけではなく，入力信号を検出するためのインタ
フェースとなるプローブ・センサを含めた測定系全体を
考慮しなければならない．ここで，検出する信号と計測
用プローブ・センサ例を表 2に示す．同表が示すよう
に，計測用プローブ・センサとしては，①観測部に直
接的に接続し，電圧変動を検出する電圧プローブ，②伝
送線路を伝搬する伝導性信号を非接触で検出する電流プ
ローブや容量性電圧プローブ，③空間に放射された電磁
界を検出するアンテナや電磁界センサ，④その他（各種
トランスデューサ，ロジックプローブなど）に分類され
る．以下，各種プローブ・センサについて概説する．

（1）電圧プローブ
電圧プローブは，回路基板などに直接的に接続して，
電圧変動を観測するセンサであり，電源供給が不要な
パッシブ型（受動型）と電源供給を要するアクティブ型
（能動型）などに分類される．
（a） パッシブ型　パッシブ型電圧プローブは，抵抗や
コンデンサから構成され，比較的簡易な構造を有する．
操作性が優れていることから，通常，最も利用されるタ
イプである（図 9はパッシブ型電圧プローブの外観例）．
このタイプは，対象とする上限周波数値が，100 MHz程

W_Bp_KY1_S

計測対象 接触・非接触 プローブ例

接　触
電圧プローブ
（パッシブ型，アクティブ型，ほか）

伝送線路上の
伝搬信号

（電流，電圧変動）
非接触

電流プローブ，
容量性電圧プローブ

非接触 電磁界計測アンテナ，
電磁界センサ

その他 接触・非接触 トランスデューサ，
ロジックプローブ，ほか

観測部上の
電圧信号

空間上の
電磁界

表 2　対象とする信号と計測用プローブ・センサ例
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度～数 GHz帯までの様々なものが多数普及している．
ここで，電圧プローブを用いて電子回路の信号変動
を計測する際，計測系の負荷の影響を説明するための
一例を図 10に示す．同図において，（a）はプローブ接
続前，（b）はプローブ接続後に対応し，Eは信号源，Z1

と Z2は回路上の負荷，Zpと Zoはそれぞれプローブと
オシロスコープの負荷を示している．本例において，
P1－P2間の出力電圧を計測する状況を想定すると，プ
ローブ（＋オシロスコープ）が高抵抗で低容量（＝高イン
ピーダンス）であるほど，プローブ接続時に発生する電
流 I2 の値が小さくなり，被測定回路へ与える影響が少
ないことが分かる．この際，信号周波数が増加するほ
ど，容量リアクタンスが低下することから，特に，高速
信号（数百MHz程度以上）を計測対象とする場合には，
低入力容量（0.1～数 pF程度）のプローブを選択し，被
測定系への影響を極力抑制する必要がある．また，数十
MHz程度以下の信号を計測対象とする場合，高入力抵
抗（1 MHz～数十M 程度）のタイプを使用することで，
被測定系への影響を極力抑制できる．なお，プローブの
グラウンドリード線には，ある程度のインダクタンス成
分が含まれる点に注意しなければならない．この影響を
軽減させるためには，短いリード線を選択したり，あるい

は，リード線を適切に接地するなどの工夫が求められる．
また，電圧プローブについては，1：1，10：1，100：1

といった具合に減衰比が異なるタイプが存在する．ここ
で，例えば，10：1という減衰比は，検出した電圧が電圧
プローブによって 1/10に減衰されてからオシロスコープ
に入力されることを意味する．一般的に，減衰比が大き
いタイプは，被測定系へ与える入力容量の影響が低減し，
周波数帯域も改善されるが，対象とする信号の振幅レベ
ルが小さい場合には，計測時の垂直分解能を考慮する上
で制約が生じるケースもある．
ところで，一般的にオシロスコープの入力抵抗は，4.1

節に記載したように，主に 50 または 1 M に対応し
ている．各種プローブを接続する際には，その抵抗値に
応じて，オシロスコープの入力抵抗を切り換えて整合を
図る必要がある．また，電圧プローブが対象とする信号
の周波数帯域を満足しているかどうかだけでなく，最大
入力電圧（耐電圧）以下であるかを事前にチェックし，
測定系の故障を避けることが重要である．
現在，多くのオシロスコープは，電圧プローブの校正
機能を有している．パルス波形の立ち上がり/立ち下が
り時間の計測誤差を抑制する観点からも，この校正機能
を活用したい．
（b） アクティブ型　　アクティブ型電圧プローブは，電
源供給を必要とし，電界効果トランジスタ（FET： Field 

Effect Transistor）プローブが代表例として挙げられる．
FETプローブは入力容量が 1 pF未満～数 pF程度と低
く，負荷の影響を低減できるため，広い周波数帯域（上
限帯域例：数百M～数 GHzなど）に対して高精度で対
応できる．しかしながら，パッシブ型に比較して，観測
対象とする電圧値は限定され，市販品の多くは，0.5～
10 V程度の範囲となっている．

（2）電流プローブ
通信ケーブルなどの伝送線路に電流が流れる際，その
周囲には，磁界が発生する．電流プローブは，この磁界
変動を検出して，電圧変動としてオシロスコープに出力
する．電流プローブは，フェライトなどの高透磁率のコ
アにコイルが巻かれたトランスによって，磁界変動を
検出するしくみをとるため，電圧プローブのように，被
測定系に直接的に接触させる必要がない点が特徴である
（図 11は電流プローブの外観例）．
電流プローブの感度や周波数帯域は，トランスの構造

図 9　電圧プローブの外観例

電圧プローブ
＋オシロスコープ

（a）元の電子回路 （b）電子回路へ電圧プローブ接続
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図 10　電圧プローブ接続時の非測定系の影響



解説論文：時間領域の信号計測技術：オシロスコープを用いた信号計測 51

連
載
企
画

Topics of Emerging Technologies

に依存するため，使用時には，対象信号の特性を把握し
た上で適切に選択する必要がある（例：DC～数MHz

用，数～数百MHz用など）．上述したように，オシロス
コープに接続した際には，検出した波形データは電圧値
として表示されることになるが，各電流プローブに与え
られている電圧－電流値の変換特性を用いて，電流強度
を導出することができる．なお，伝送線路を流れる電流
の方向によって，出力信号の正負が反転するため，極性
を事前にチェックしておかなければならない．また，そ
の構造上，過渡的なパルス波形などを時間領域上で必ず
しも正確に再現できないケースがある点に留意しておく
必要がある［6］． 

（3）容量性電圧プローブ
容量性電圧プローブは，伝送線路とプローブ内部導体
間の静電容量を介して，伝送線路を伝搬する電圧変動
を検出する（図 12は容量性プローブの外観例）．電流プ
ローブと同様に，非接触で信号検出できる点が特徴であ
る．現在，通信システムに与える電磁障害の対策評価の
観点から，通信線上を流れる伝導性妨害波の測定用と
しても利用されている［7］，［8］．そして，現在，数十
kHz～ 30 MHz程度の周波数範囲をカバーする製品が市
場に提供されている．

（4）アンテナ／電磁界センサ
空間に放射された電磁界を検出する際には，電磁界計
測用アンテナや電磁界センサが利用される．各種アンテ
ナや電磁界センサは，空間の放射電磁界を受信電力に変
換する電気回路とみなすことができ，対象とする周波数
範囲によって構造やサイズが異なる．
一般的に市販されている電磁界計測用のアンテナを例
に挙げると，ループアンテナ（10 kHz～ 30 MHzなど），
バイコニカルアンテナ（30～ 300 MHzなど），対数周期
アンテナ（100 MHz～ 2 GHzなど）などが挙げられる［1］
（図 13は，ループアンテナ，バイコニカルアンテナ，対
数周期アンテナの外観例）．これら各種アンテナの利用
に際しては，計測対象とする電磁界の周波数特性だけで
なく，感度（利得）や指向性も考慮しなければならない．
なお，オシロスコープに接続した際には，検出した波形
データは電圧値として表示されることになるが，各アン
テナに与えられている電圧 -電磁界値の変換特性（アン
テナファクタ）を用いて，電界，あるいは磁界強度を算
出することになる（ただし，アンテナファクタは，入力
抵抗 50 系を想定しており，オシロスコープの入力抵
抗を 1 M に設定した場合には利用できない点に注意し
なければならない）．

ところで，一般的な電磁界計測用のアンテナは，正弦
波のような周期信号を対象に設計されており，過渡的な
パルス波形などを時間領域上において正確に再現できな
い［9］．こうした課題を解決する手段として，光変調器
を用いた電界センサが提案されている［10］．通常市販
されている電磁界計測用アンテナに比較して感度の点で
は課題が残されているが，DC～数 GHzにわたる広い
周波数範囲を一つのセンサで検出できるため，現在，電
磁界にかかわる試験評価の分野で利用されている．

図 11　電流プローブの外観例

図 12　容量性プローブの外観例

  （c）対数周期
          アンテナ

（a） ループアンテナ （b）バイコニカル
          アンテナ

図 13　電磁界計測アンテナの外観例 
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（5）その他
その他のプローブ・センサとして，トランスデューサ

［11］やロジックプローブなどが挙げられる．ここで，ト
ランスデューサとは，エネルギーを電気エネルギーに変
換する装置を指し，温度，振動，音響，流体速度などの
パラメータを検出できる．一方，ディジタル信号の計測
用としてロジックプローブがあり，データパルスの検出
時に利用される．これら各種プローブは，設置環境や利
用目的に応じて選択して使用する．

4.5　実環境における信号計測の手順例

対象信号の特性（振幅値，継続時間，周波数特性など）
が，事前にある程度予測可能な実験室などでの信号計測
では，計測機器やプローブの選択・設定は，比較的容易
であるケースが多い．一方，例えば，通信施設内におい
て，情報通信機器に電磁障害問題が発生し，その原因と
なった電磁雑音源を切り分けるための計測作業を実施す
るような状況では，対象信号の特性やその侵入経路など
が不明確な場合が多く，計測手順をあらかじめ整理して
おくことが重要である．
以下に，対象信号の特性が事前に明確ではない環境下
での計測シーンを想定した実施手順を記載する．

（1）時間領域型と周波数領域型の計測機器の選択
1章でも示したように，信号計測は，時間領域型と周
波数領域型に大別できる．例えば，無線通信波のような
周期的な信号のレベル変動や周波数分布状況の把握を目
的とする場合には，周波数領域における計測機器が優先
される．一方，時間波形パラメータの解析や過渡現象の
検出などを目的とする場合には，時間領域型の計測機器
としてオシロスコープを利用することになる（表 1に示
すように，事前に特性が不明確な信号を計測する場合，
ディジタルオシロスコープの利用が一般的となる）．な
お，オシロスコープの選択に際しては，周波数帯域や計
測可能な入力数などを考慮しておく必要がある．

（2）プローブ・センサの選択
プローブ・センサは，観測箇所・場所や計測対象に応
じて，電圧プローブ，電流プローブ，電磁界計測アンテナ
などより選択する（表 2参照）．また，プローブ・センサ
については，計測機器と同様に，対象信号の特性に応じ
て，カバーする周波数帯域や感度特性を考慮しておくこと
が重要である．この際，対象信号のレベルを調整するため

の減衰器や増幅器などを活用する可能性も想定される．
（3）計測系の設置
まず，計測系の設置に際しては，計測精度を低下させ
る可能性のある電磁雑音を極力抑制するよう配慮しなけ
ればならない（4.3節参照）．次に，計測系の設置時に対
象信号が観測される環境下では，4.1節に記載した項目
に基づいて，感度条件，時間軸条件，トリガ条件などを
設定して波形データを取り込む．一方，実環境において
は，対象信号が不定期にしか観測されない事例も存在す
る．こうした環境下では，無人型の自動計測システムを
設置するケースも想定されるが［12］，その場合，①ホス
トシステム（計測システムの管理装置）による感度や時間
軸などの設定項目の遠隔制御機能，②計測システムから
ホストシステムへの検出データの転送機能などを備えて
いることが望ましい（ただし，計測機器に対して，別の
制御用ソフトウェア要）．なお，計測系の設置時には，感
度や時間軸設定などの基本項目だけでなく，波形データ
取込みに関する計測不能時間なども事前にチェックし，
適用範囲や性能限界を把握しておくことが重要である．

5. む　す　び

本論文では，オシロスコープを用いた時間信号計測技
術の理解に向け，対象となる信号特性の概念，オシロス
コープの基本原理・設定，信号計測上の留意点，更に
は，信号検出時のインタフェースとなるプローブ・セン
サの概要などについて解説した．これまで自然科学・
工学分野の研究開発や電子情報システムの設計・制御
などにおいて，信号計測は極めて重要な役割を果たして
きた．一方，環境問題や医療生体分野など，対象領域は
今後とも広がっていくことが予想され，信号計測技術の
重要性はますます高まっていくと考えられる．本論文で
解説した内容が，読者の今後の研究開発に一助となれば
幸いである．
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［用語解説］
・ グラウンド（GND）：グラウンドは電位基準点を
指す．一般的にオシロスコープは，電源接地点を
基準としている．

・ サンプリング間隔：アナログ信号よりディジタル
信号へ変換する際に，時間軸上でアナログ信号を
離散化する時間間隔をサンプリング（標本化）間隔
という．またサンプリング周波数は，信号をサンプ
リングする際の単位時間当りの頻度に対応する．

・ 整合：電気信号の送受信系においては，送信側と
受信側のインピーダンスを合わせ（整合させ），信
号の反射損を抑制する必要がある．オシロスコー
プなどの計測機器の利用に際しても，接続するプ
ローブ・センサ，ケーブル類とのインピーダンス
整合を図ることが基本となる．

・ 同期信号：同期信号とは，入力信号を取り込む際
のタイミングを伝える信号を意味する．オシロス
コープでは，周期信号が入力した場合に，画面上
で静止表示させるためのタイミングを合わせるた
めの同期信号を入力信号，または外部信号より生
成する．

・ トリガ： オシロスコープへの入力信号を画面表
示・検出するための条件を与える指示（動作のきっ
かけ）に対応する．トリガは，アナログオシロスコー
プとディジタルオシロスコープで位置付けは異なる
が，選択したトリガモードや設定条件に応じて，入
力の画面表示や取込みが可能となる．
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単に御紹介したいと思います．
図 2は，料金所ゲートの模式図を示したものです．料金所
ゲートは，車両の進入を検知するための車両検知器，車載器
と双方向無線通信を行うための通信アンテナ，通行可否の判
定結果により開閉する開閉バー，ETC車線の運用状況を監視
するための車両監視カメラなどにより構成されています．

 処理の一例として，出口料金所における処理内容につ
いて簡単に説明します．まず，車両検知器の持つセンサ機
能により，車両の進入を確認します．車両の進入が確認さ
れた後，料金所の通信アンテナと車載器の間で双方向通信
が開始されます．具体的には，料金処理に必要な情報（車
両情報や利用料金所の情報など）が，暗号化された無線通
信により交換されます．この際，車両が料金所を通過した
時間帯や走行経路などにより，料金割引の有無を判断し，
通行料金を算出します．最後に，セキュリティ保護を施し
た通信により，料金処理が行われます．処理結果が通行可
の場合には，開閉バーが開き，車両は停止することなくゲー
トを通過することができます．車載器に ETCカードが挿
入されていなかったり，カードの有効期限が切れていたり
して，通信中に何らかの異常
事態を検出した場合には，開
閉バーが開かず，ゲートを通
過できないしくみになってい
ます．図 3は，実際に運用さ
れている料金所ゲートの一例
を示したものです．

 どのような電波で通信しているの？

ETCでは，5.8 GHz帯の電波を用いて無線通信が行われて
います．専用の周波数帯を用いているため，同じ地域で運
用されているほかの無線通信システム（携帯電話，テレビ

みなさん，ETCを利用していますか？ ETCとは，Electronic 

Toll Collection system（自動料金支払いシステム）の略称で，
高速道路などの有料道路において，停止することなく自動
で通行料金の支払いができるシステムです．ETCの導入
により，料金所付近の渋滞や騒音，CO2排出量が削減され，
低炭素社会に向けた地球環境の改善にも貢献しています．
さて，このように便利で環境にもやさしい ETCですが，
どのような通信のやり取りを経て料金処理がノンストップ
で行われるの？  複数台の車両が連続して通信エリアに入っ
てきた場合にはどうなるの？  などの疑問について，これか
ら解き明かしていきたいと思います．

 ETCの利用には何が必要？

ETCを利用するには，車載器と ETCカードが必要です．
車載器には車両情報が，ETCカードには利用者の契約情
報が登録されており，例えば自分が契約した ETCカード
を，レンタカーに備え付けられた車載器に挿入して使用す
ることも可能です．図 1は，車載器とそのアンテナの一例
を示したものです．車載器に車両情報を登録するセット
アップと呼ばれる作業は，セットアップ店として登録され
た店舗で行われます．車載器を別車両に乗せ換える場合に
は，車載器に再度セットアップ作業を行う必要がありま
す．通行料金は，車載器に挿入された ETCカードの契約
者に対して，クレジット
カード会社などより請求
されます．全国共通のシ
ステムなので，全国どこ
の ETCゲートに行っても
同一の車載器と ETCカー
ドでサービスを受けるこ
とができます．

 料金所ゲートの構成は？

料金所はノンストップで通過してしまうため，どのよう
な構成になっているのか，ゆっくりと観察できる機会は少
ないと思います．そこで，料金所ゲートの構成について簡

ETCの
つながるしくみ 三菱電機株式会社  栗田  明，相川昭仁

図 1　車載器とアンテナの一例

 まえがき

 

車両監視カメラ

開閉バー

通信アンテナ

車両検知器

車両検知器

図 2　料金所ゲート模式図

図 3　料金所ゲートの一例
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放送など）からの電波干渉の影響は受けないしくみになっ
ています．隣接する ETCレーン間の干渉を防ぐために，下
り通信（料金所→車載器の通信）と上り通信（車載器→料
金所の通信）用の周波数チャネルは，それぞれ各 2チャネ
ルずつ用意されています．また上り通信と下り通信とで
別々の周波数チャネルを用いる FDD（Frequency Division 

Duplex：周波数分割複信）方式を採用しているため，下り
通信と上り通信との間の干渉も回避することが可能です．

 どのような通信方式を用いているの？

ETCでは，DSRC（Dedicated Short Range Communication）
通信方式を用いています．DSRCは狭域通信とも呼ばれ，アン
テナの向きや指向性の工夫により，料金所内の狭い通信エリ
アに限定した通信を実現しています．変調方式は，波形の
振幅の大きさで 0か 1かのディジタル情報を伝送する ASK

（Amplitude Shift Keying：振幅シフトキーイング）方式を採
用しています．伝送速度は 1.024 Mbit/sです．なお，日本の
ETCの通信仕様は，国際標準として登録されています．

 複数台の車両が連続して通信エリアに入ってきた場合は？

ETCでは，TDMA（Time Division Multiple Access：時分
割多元接続）と呼ばれるアクセス方式を用いています．こ
れは，時間軸を複数のスロットに分け，時間スロットごと
に別々の相手と通信を行う方式です．この時間スロットは
非常に短い時間長で構成されており，各車両に異なった時
間スロットを割り当てて通信を行います．そのため，複数
台の車両が連続して，ほぼ同時に通信可能エリアに入って
きたとしても，問題なく通信を行うことが可能です．
また，FDD方式（前述）を

用いているため，料金所の通
信アンテナは，下り通信と上
り通信を同時に実現する，全
二重通信を行うことが可能で
す．このようなアクセス方式
の工夫により，通信の効率化

を実現しています．図 4は，TDMA/FDDの通信例を示した
ものです．また，表 1は，これまで説明した ETC通信仕様
についてまとめたものです．

 セキュリティ対策は？

ETCは，料金処理を行うシステムですので，不正利用の
防止やプライバシー保護のために高いセキュリティが必要
となります．このため ETCカードには，磁気カードと比べ
てより高い安全性が確保された ICカードが採用されていま
す．また，車載器へ登録する車両情報は，暗号化された上
で登録されています．料金所ゲートの通信アンテナと車載
器との間の無線通信に関しても，漏えい，盗聴，改ざんな
どの脅威から守るために，高度な暗号化処理が行われてい
ます．暗号化には高速な暗号化アルゴリズムを用いること
により，通行車両との高速な料金処理を実現しています．

 渋滞などで通信エリア内にとどまってしまった場合は？

これまでは，料金所ゲートをノンストップで通行する場
合に必要となる高速な処理技術に焦点を当てて説明してき
ました．一方で，渋滞などにより，車両が通信エリア内に
とどまってしまった場合にはどうなるのでしょうか？  通信
エリア内では，各車両に固有の IDを割り当てた上で通信履
歴などの管理を行っています．したがって，一度通信が完
了した車両に関しては，重複して料金処理を行わないしく
みとなっています．

 む　す　び

本稿で説明したとおり，ETCは，車両の進入を検知する
ためのセンサ技術，瞬時に正確な通信を実現する高い通信
技術，それを支えるアンテナや電波技術，高い信頼性を実
現するセキュリティ技術など，様々な技術の組合せにより
成り立っています．ETCは通信技術がみなさんの生活を便
利にし，地球環境の改善にも貢献しているシステムの良い
一例だと思います．ETCを存分に活用して，快適なドライ
ブをお楽しみ下さい．なお，ETCカードの有効期限が切れ
ていたりして，料金所ゲートの開閉バーが開かない可能性
も考えられます．いつでも安全に停止できるように，指示
された速度以下に減速し，開閉バーが開くことを確認して
から通行することを心掛けましょう．
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図 4　TDMA/FDD通信例（4台の車載器と通信する場合）
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ダ，米国，韓国，ドイツ，フランスなど 9か国を数えた．
欧州勢の参加者が比較的多いのに対して，米国からの比
率が低いのがほかの国際会議とは異なる傾向であった．
欧州の方が，相対的に標準化を重視している印象を抱か
せる状況である．

SIIT初のアジア開催となった今回は，日本，韓国の
政策担当者や標準化関連機関，大学，企業などの招待講
演をはじめ，パネルディスカッションも時間を超過す
る勢いの議論で，盛況であった．一般投稿論文は，計
17件が採択され，採択率はおよそ 7割である．発表者
の都合により直前に発表キャンセルとならざるを得な
かった投稿があったことは残念だが，一般投稿の 5セッ
ションともに熱心な議論が展開され，最終セッションの
“Standards Battles”に至るまで，参加者数が減らなかっ
たのが印象的であった．
本会議は，プロシーディングスを USBメモリにて発
行する形態をとった．今や国際会議にノートパソコンを
持ち込むのが一般的であり，かさばる紙媒体よりも扱い
やすいため，電子媒体での発行は必然的である．しかも，
光学ドライブのないモバイルパソコンでも閲覧できる．
容易に追記可能な点を生かして，当日持込みの招待講演

概況
報告

SIIT（Standardization and Innovation in Information 

Technology）は，IT標準化とイノベーションに関する国
際会議と訳され，情報通信分野の標準化に関連する話題
を幅広く扱う国際会議である．ICT分野の要素技術その
ものというよりは，その技術を広く利用するための手法
としての標準化に関する話題を取り扱う点で，特徴のあ
る会議であるといえる．したがって，ICT技術者や標準
化担当者ばかりでなく，経済学や経営学，あるいは政策
やMOT（技術経営）に関わる研究者，担当者，更にはそ
れらを学ぶ学生までもが参加する．
会議運営の国際的ステアリング母体としての SIITは，

1999年に設立され，第 1回の国際会議を同年にドイツ
のアーヘン大学で開催している．以後，隔年で，コロラ
ド大学（米国），デルフト工科大学（オランダ），ITU-T（ス
イス）と開催され，前回はカルガリー大学（カナダ）にお
ける SIIT 2007であった．その都度，ITU，IECなどの
国際標準化機関や欧州委員会，IEEEなどのサポートを
受け開催されてきた．
第 6回となる SIIT 2009は，本会の通信ソサイエティ
主催により，2009年 9月 8～ 10日の日程で，東京の工
学院大学・新宿キャンパスにおいて開催された．新宿駅
から徒歩 5分という都心立地の同キャンパスは，大学に
は珍しい高層ビルであり，本会議場は，その 3階にある
収容 300名弱のアーバンテックホールである．
今回の参加者数は，90名余りと大規模ではないが，先
に述べたように独自の専門分野を持つ参加者が互いに交
流できるという意味において，出色の場であるといえよ
う．国別の状況は，日本国内で活動する他国籍の方をど
うカウントするかなど，難しいところもあるが，オラン

工学院大学 小林亜樹

 概況報告

2009  Standardization and Innovation in Information Technology
Tokyo（SIIT ’09/Tokyo）

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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者の発表資料を参加者のみに追加配布したり，発表者同
士の資料交換などに生かされたりと，好評であった．現
場での書換えサービスなどは，運営側の負担は増すもの
の，是非提供したいものである．
扱う分野の特性上，必然的に企業からの参加者が多
かったが，大学関係者も相当数に上り，様々な視点から
の議論が展開された．以下，幾つかのセッションに的を
絞って概要を紹介頂く．

■ プログラム概要

・基調講演：5件
・�招待講演：2件
・�パネルディスカッション
・一般セッション
“Standardization Examples” （2件）
“Legal Issues” （4件）
“Standardization Process” （4件）
“Different Views of Standards” （2件）
“Standards Battles” （4件）

（ 1 ）
概　要

初日の “Standardization Examples” セッションでは，
標準化の実例を報告した 2件の論文が紹介された．いず
れも大学に籍を置きながら標準化に携わってきた著者に
よるものであり，単なるケーススタディにとどまらず，
標準化の在り方への提言までをも含む，示唆に富む内容

であった．
オランダのデルフト工科大学からは“The Costs of 

Fear, Uncertainty and Doubt（FUD）in the War on Digital 

Radio Communication”と題し，マーケティングで用い
られる FUDの戦略が標準化の場面においても用いられ
ている実例が報告された．FUDとは，恐怖（Fear），不
安（Uncertainty），疑念（Doubt）の頭文字をとったもの
で，正攻法では太刀打ちできない競合製品に対して用い
られる戦略である．本論文では，1988年に ETSI （the 

European Telecommunications Standards Institute） が標
準化に着手した緊急連絡用の無線規格である TETRA

（TErrestrial Trunked RAdio）に対し，フランスのMatra 

Communications社の対抗規格 TETRAPOLがどのよう
な戦略を用いたかが，以下の 4種類の具体例とともに詳
述された．

（1 ）意図的に警察組織向けの TETRA（TETRA for the 

police）を連想させ，誤認させる TETRAPOLの名称
（2 ）PAS （Publicly Available Specification）手続きを用
いた，正規の手順を踏まない標準化の推進

（3）TETRA陣営や関連企業への訴訟
（4）欧州委員会への働きかけ

最終的に TETRAPOLが PAS手続きにより ETSI標
準となることは阻止され，TETRAは TETRAPOLを上
回る市場を得たものの，TETRAの標準化は 3～ 4年ほ
どの遅れを余儀なくされ，欧州全体の統一標準となるこ
とを阻まれた．一方で TETRAPOLは警察組織の協力の
下，わずかながら市場を拡大することに成功した．これ
らの FUDによる混乱は，コストを増大させ，ひいては
技術への投資をためらわせる原因にもなり得る切実な問
題である．混乱が生じた原因は，TETRAPOLフォーラ
ムのみならず，欧州における標準化の手順にもあること
が指摘されており，改善策が待たれる．
また米国のイリノイ大学からは，“The IIT VoIP Research 

Lab Projects and their Relationship to VoIP Standards 

Development”と題して，大学の研究室と標準化のかか
わりが報告された．IITの VoIPに関する標準化の実例
からは，短期的な投資収益が求められない大学の性質を
十分に生かしての企業との連携が見て取れ，それぞれの
棲み分けの在り方を考えさせるものであった．
会議全体を通じて，技術的な観点以外からの視点が得

（株）KDDI研究所 福元徳広

 標準化の実例研究
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られる貴重な機会であったと感じた．SIITは，技術者
や研究者のみならず，標準化担当者，社会経済学・経
営学の研究者，政策担当者などが一同に会する会議であ
り，本セッション以外でも標準化について様々な角度か
らの発表が行われ，標準化の生の情報が得られるととも
に標準化の在り方を考えるには好適な会議であると思わ
れる．

2日目午後の“Asian Viewpoint”と題する 4番目のセッ
ションにおいては，日韓両国におけるそれぞれの標準化
の体制や直近の活動などについて，2名の招待講演者に
よる発表があった．
我が国からは，ICT標準化・知財センター（iSIPc：

ICT Standardization and Intellectual Property Promotion 

Center）の富田二三彦事務局長より，“In Business, S and 

IP Are Compulsory at Newly Born iSIPc”と題して，我が
国の数ある標準化機関のそれぞれの役割とその棲み分
け，並びに一昨年設立された ICT標準化・知財センター
の活動状況についての紹介があった．

ICT標準化・知財センターは，国内の ICT（情報通信
技術）分野の八つの標準化関連団体・機関＊により 2008

年 7月に設立された機関であり，その活動は知財も絡め
た国際標準化戦略の策定から標準化人材の育成まで多岐
にわたっている．中でも現在注力しているのが標準化と
知財に関するデータベースの構築であり，それらの一部
は「ICT標準化戦略マップ」，「ICTパテントマップ」と
して，キーテクノロジーごとのパテント分析などを含め
た形で公開されている．
同センターの役どころはさながら“Open Book Café”
のようであり，そこでは標準化に関する資料を自由に閲
覧することができ，あるときは“Café iSIPc”のテーブル
を囲んで将来の標準化技術をディスカッションすること
ができるような，そんなセンターでありたいとのことで

あった．
このように，他国にあまり例を見ないユニークな形態

の組織である“ICT標準化・知財センター”の存在は，
聴衆の大きな関心を呼び，その運営方法や，目指そうと
する究極的な姿について，海外の参加者から幾つも質問
が投げかけられた．
次いで韓国からは，韓国情報通信技術協会（TTA：

Telecommunication Technology Association）の標準化部門
の Directorを務める Kyoung-Cheol Koo氏により，“ICT 

Standardization Strategy and Activities in Korea” というタ
イトルでの発表があり，同協会の策定した標準化戦略
マップである SRM（Standardization Roadmap）の 2010年
版の中身についての紹介がなされた．
その SRMの中では，ICT技術を 37のキーテクノロ

ジーに抽出・分類しており，その中には 4G，3DTV，
Future Internetといった技術もキーテクノロジーとし
てリストアップされている．それら 37のキーテクノロ
ジーはそれぞれ，現段階での技術開発フェーズと，現
在の標準化フェーズとのマトリックス分析にかけられ，
標準化の必要性の有無も含めたマクロな戦略が導き出
される．
上記マクロ戦略と並行して，37のキーテクノロジー

それぞれについて，独自のダイヤグラムやレーダチャー
トなどを用いた分析により，要素技術まで含めたミクロ
な研究開発戦略並びに標準化戦略を策定している．
それらマクロ戦略とミクロ戦略は，中期標準化ロー
ドマップ，及び長期標準化ロードマップとして，それら
個々のキーテクノロジーの実用化時期も明記した形で精
緻に線表化されており，今後の同国の展開から目が離せ
ないところである．
このセッションを通じて，標準化に対して非常に“戦
略的”な韓国の姿勢を一同改めて再認識すると同時に，
我が国の標準化への新しい取組みも国際会議の場でア
ピールすることができ，アジア圏の標準化活動における
日韓両国の存在感を改めて世界に強く印象付けることが
できた意義深いセッションとなった．

（独）情報通信研究機構 三輪賢一郎

 日韓両国における標準化への
 取組み

＊�　八つの標準化関連団体・機関：社団法人情報通信技術委員会，情報通
信ネットワーク産業協会，財団法人テレコムエンジニアリングセンター，
財団法人テレコム先端技術研究支援センター，財団法人電気通信端末機
器審査協会，社団法人電波産業会，財団法人日本 ITU協会，社団法人日
本CATV技術協会．
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3日目の“Standards Battles”セッションでは標準化
技術の覇権争いに関する論文が報告された．本稿では，
筆者が特に興味を持った光ディスクのデファクト標準
に関する報告を紹介する．オランダの Energy Research 

Centre of the Netherlandsと Erasmus Universityが連名
で報告していた論文で，題名は“Strategic Manoeuvring 

in the High Definition Optical Disc Standards Battle: The 

Triumph of Blu-ray over HD-DVD”であり，ひところ新
聞紙上でも動向が報じられていた Blu-rayと HD-DVD

の覇権争いに関するケーススタディである．
当該論文によると“Standards Battles”に関する検討は

これまでも行われており，その内容はデファクト標準
がいかにして出現してきたかであり，古くはカラーテ
レビ，ディスクドライブ，キーボード配置などに関する
ケーススタディがなされているとのこと．これらの検討
をもとにデファクト標準の出現に影響を与える要因とし
て 46個を取り上げ，更にデファクト標準に至る過程を
時系列に五つのフェーズに分類している．これらの要因
とフェーズを光ディスクの場合に当てはめて，何が覇権
争いの勝者と敗者を分かつことになったのか，公開され
ているニュースリリースや関係者へのインタビューによ
り明らかにしようとしている． 

46の要因には，その一部を挙げると Pricing，Business 

networks/alliances，Technological superiorityなどがあり，
五つのフェーズには，① R&D build up，② Preparing for 

market entry，③ Creating the market，④ Decisive battle，
⑤ Post dominanceがある．それぞれのフェーズはある
マイルストンにより区分される．例えば，最初の製品が
市場に投入されるタイミングでフェーズ③が始まる，な
どである． 

フェーズ①では，それぞれの方式の開発の端緒につい
て紹介された．一方は既存技術の延長線上を目指してお

り，他方は新規技術を目指していた．そのことに起因し
て（将来的に想定される）製品価格や技術的優位性が異
なるものの，ともに後方互換性は維持しているという特
徴を持っていた．
フェーズ②におけるキーポイントはアライアンス形
成である．両陣営とも仲間作りを進めていたがそのタ
イミングに違いがあり，有力な家電メーカの取込みに違
いが出たとしている．更にそれを取り巻く業界からのサ
ポートを取り付けることへと話が続く．光ディスクの場
合は，その主要なアプリケーションである映画を扱う映
画会社となる．そして更に重要な点としてゲーム機への
搭載についての戦略の違いを指摘しており，その相違が
フェーズ③での大きな違いに結び付いたとしている．
フェーズ③では実際の製品リリースであるが，前述の

ゲーム機への搭載に関する戦略の違いにより出荷台数に
大きな差がついていた．
フェーズ④では，出荷台数に大きな差がついた段階で

のアライアンスについてである．ハリウッドの映画会社
6社の動向が重要であったとし，その獲得競争により各
社がいずれの方式をサポートするかを表明し雌雄が決し
たとのこと．
フェーズ⑤では，以上のようにデファクト標準が決
まったが，その将来は安泰ではないと指摘している．新
たな技術，例えばネットワーク配信など将来の映像配信
を担う技術が存在しており，それらに取って代わられる
可能性があるためだ．
以上，当該報告では，46個の要因と五つのフェーズに

よる表を用いることで，各フェーズにおいて影響を与え
た要因を明らかにしている．またそのような分析により
“Standards Battles”を俯瞰することができ，そのダイナミ
クスに関する洞察を得ることができる，としている．
以上の考察を通じて身近な製品の裏側に隠された

“Standards Battle”を垣間見た気がした．分野は違うもの
の，自らの携わる研究開発においても参考にしようと感
じた．

NTT未来ねっと研究所 大原拓也

 デファクト標準覇権争いの
 ケーススタディ



0101 はじめに

1970年代当時に「ラジオ少年」であった者にとって，
秋葉原は電気の達人たちが闊

か っ ぽ

歩する街である．ガード下
や雑居ビルの中には，仕事に厳しくちょっと怖いが「面
倒見のいいおっちゃん」が個人経営する間口一間ほどの
小さな店が並んでいる．しかも，それぞれが専門的で，
筆者の生まれ故郷の部品屋にはない特殊な部品であっ
てもすぐに取り出してくれる．ラジオ少年にとって秋葉
原という街は，若手料理人にとっての市場，音楽少年に
とっての公開練習スタジオ，釣り少年にとっての灯台横
堤防のような場所であった．その分野の人にのみ有名な
活動場所であり，知らない人は全く知らない街であった．
最近の秋葉原の印象を妻に聞いてみると，筆者の印象
と全く異なる街である．御存じのように，家電専門店の
街としても有名ではあるが，最近は「お人形」，「アニメ」，
「メイドさん」，「芸能」などの方が街の名前から連想さ
れる事項に追加されたようである．
秋葉原という街には単純に書き尽くせない多くの顔が
ある．本稿では，電気の専門家のための街として御案内

しながら，若手とのかかわり合いについて寸景とともに
書いてみたい．そして，若手の学びの場としてとらえ直
すことを試みたい．食品店や料理店の若手が市場で商品
や道具と商売を学ぶように，技術者と研究者は秋葉原に
て部品や道具，そして技術をも学ぶことができる．筆者
には，本誌 B-plusや本会の姿が秋葉原の一部に重なっ
て見えることがある．　

02020202020202 まずは秋葉原案内

　最初に，現状を簡単に記載しておきたい．JR東京駅
の少し北に JR秋葉原駅がある．地名でいえば，千代田
区外神田やその周辺である．山手線や京浜東北線の高架
橋が南北に走り，総武線が更にその上を東西に走る．つ
くばエクスプレスも開通し，地下にも新しい駅ができ
た．JR秋葉原駅の東側にある昭和通りには，東京メト
ロ日比谷線の秋葉原駅もある．このほかに，中央通り西
側の部品屋街に出るには，JR御茶ノ水駅，東京メトロ
丸ノ内線淡路町，都営新宿線小川町駅を使っても便利で
ある．
この一帯は江戸時代から開けていたそうで，捕物帖の
主人公「銭形平次」が住んでいたとされる神田明神下，「鬼
平」ゆかりの妻恋坂もすぐ近くである．更に北に足を延
ばせば湯島天神もある．また，駅の近くに今も残る古い
運河をたどれば，万世橋や昌平橋など有名な橋が並ぶ．
御茶ノ水駅との間には，孔子を奉る学問所跡もある．秋
葉原周辺には歴史が長い店も多く，電気関係ではないが
「宮内庁御用達」の看板を掲げる店もある．筆者が散策中
に立ち寄る定食屋，トンカツ屋，喫茶店，隠れ家とする
飲み屋などもあるが，紹介は他誌に譲る．
現在，秋葉原における客足の流れは，おおむね三系統
になった．ゲームソフト関連店に端を発する遊びと流行
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の場，一般的な電器専門店，専門家のための電気の街に
三極化する．街の変化は激しい．駅前一等地のビルの
部品屋が廃業または転居し，PCパーツ店となり，更に，
「人形屋」や「ゲームソフト屋」へと変遷した．このこ
とからは，専門家の街に遊びや流行の区画が発生した
ことが分かる．遊びと流行の変化に合わせて，人の流
れの変化も速いようである．
一般客相手の電器専門店は，景気や主力商品の変化に
応じてその姿を変える．ラジオ，テレビ，白物家電，ス
テレオ，ビデオ，パソコン，省エネ家電など，時代の売
れ筋商品が店頭を華々しく飾る．「○○無線」，「○○オー
ディオ」など，設立当時の花形商品の名を冠した店も見
られる．時には，大規模小売店すらも転居する．
一方で，専門家のための電気の街は基本的な姿を頑固
に守り続けている．JRガード下や近隣の雑居ビル内に
は間口一間ほどの店が並ぶ．もちろん「通常サイズ」の
商店もある．電子部品，機構部品，測定機器，工具，参
考書など，およそ物作りに必要と思われる物資は一通り
足りてしまう．店頭では，対面販売のほか，メールなど
で寄せられる通信販売の注文に応じて封筒に部品を詰め
る店主の姿も見られる．電子技術専門雑誌の広告主も多
く，通信販売の歴史も長い．

03030303 年譜と秋葉原寸景

多様な店舗が混在する現状は，先に書いたとおりであ
る．しかし，この街には長い歴史がある．大学でも在住
地の図書館でもどこでもいい，古い電気電子無線関係の
雑誌が残っていれば，秋葉原に関連する記載を御確認頂

きたい．その変化をよく見ると，各時代の技術の視点や
若手の学習環境がいかに変化したかが分かる．秋葉原現
地に行かれるなら，JR総武線ガード下の部品屋街にあ
る階段の踊り場にも昔の雑誌広告が飾られている．

1950～ 60年代，「無線」や「ラジオ」を誌名に冠して
いる月刊誌は，ラジオやアンテナの製作記事を数多く掲
載していた．テレビの作り方を記載した本もあった．記
事とともに，部品店の広告も見られるが，その所在地に
は現在の秋葉原界隈の地名が見られる．特にアマチュア
無線関係は盛況で，小学生のころから「電話級免許」を
取得して電波で遊ぶ強者もいた．当時の広告では，「東
京オリンピックをカラーで見よう」が有名である．

1970年代は小中高生向け電子工作月刊誌が多数販売
されていた．今はゲーム本などが増える一方で工作雑誌
が減少したが，当時はゲーム機器などを「購入使用する」
遊びより小道具を「作る」遊びが全盛であった．題材は，
ラジオ，アンプ，電飾，模型制御などが主であったが，
鍵盤楽器や TTL＊1で作る計算機などの大作もあった．
子供向けの雑誌でも，電子部品の通信販売の広告が掲
載されている．インターネットもファクシミリもない時
代，田舎町では入手できない種類のトランジスタなど
を買うため，筆者も中学生でありながら手紙で見積もり
をお願いし，数週間後の返信を元に現金封筒で代金を送
り，郵便小包で部品を受け取った覚えがある．部品を手
にするまで 1か月．なんとも，のんびりしていた時代で
ある．

1980年代に入るころ，大学の同窓生がしばらく講義
に顔を見せないと思ったら，1週間後，CMOS LSI＊2

でまとめた電池動作のマイコン基板をかばんに入れて再
び現れた．自分で設計したが，休暇まで我慢できずに製
作決行．秋葉原に数回通った以外はアパートにこもって
数千本の微細な配線を仕上げ，DIP＊3スイッチからマ
シン語を入力し動作を確認したそうである．いつの時代
も，秋葉原では，時代の先端商品を試作するための部品
を入手できる．
このころ，アナログからディジタルへの流れは急速
に進み，ファミコンやインベーダゲームが普及したこ

JR 中央線ガード下にも部品屋とジャンク屋

＊1 　TTL：Transistor-Transistor Logic．ディジタル集積回路の実現方式
の一つ．

＊2 　CMOS LSI：Complementaly Metal Oxide Semiconductor-Large 
Scale Integrated Circuit．大規模集積回路の実現方式の一つ．

＊3 　DIP：Dual Inline Package．集積回路などの電子部品の電極配置方式
の一つ．
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ろである．オーディオ機器に続いてビデオデッキ，マ
イコン制御やリモコン付きの家電製品が普及し始め，
電器店の店頭を飾った．テレビも，CRT＊4ではあった
が大型化した．DRAM＊5などの半導体部品や家電製品
を含む日本各社の物作りが世界で認められ，電器産業
は数々の経済的環境の変化による不況の波を乗り切ろ
うとしていた．
一方で，自作派には居心地の悪い時代でもあった．そ
のころ売り出したタレントの一人がインパクトを得るた
めに発した「卓球は暗い」の一言が，物事に真剣に集中
して取り組むことをからかう風潮を広めてしまった．そ
の言葉の真意は，外界に背を向けて狭いスタジオ内の
「様式美」のような世界を投影するテレビ番組を見る人々
への「免罪符」的一言または自嘲であったと筆者は理解
している．その一方でテレビゲームが爆発的に普及して
おり，不思議な時代であった．

1980年代後半になると，バブル経済とともに各所で
大規模な再開発が始まった．小さな建物が次々と地上げ
され，秋葉原周辺も例外ではなかった．更に秋葉原駅北
側にあった市場の移設が本格化し，やがて万世橋近くの
雑居ビルも立て替えられ，大規模小売店に変貌した．中
央通りと神田明神下の間の裏道にあったジャンク屋の一
部は山手線ガード下に引っ越し，後にはゲームソフトや
パソコンの店が並んだ．このころ，ワープロや表計算な
どのアプリケーションソフトの普及とともに，PCの実
用性が問われるようになった．手作りマイコンのための

キットや部品ではなく，有名メーカのワープロ専用機や
パソコン製品が店頭に並ぶようになった．パソコン雑誌
が急増したのもこのころである．ファクシミリも，この
ころに普及し，通信販売が変化した．

1990年代以降，前述のように多様な店が街に混在し
始めた．バブル期の地上げやバブル崩壊後の転居廃業な
どで歯が抜けたようになった部品屋街の所々に部品屋以
外の店が出現した．一般客向けの電器店も，縮小や転居
がある一方で，大規模店の新規開店などもあった．子供
向けの電子工作月刊誌も激減した．しかし，幸い，生き
残ってくれた部品店も多くあった．インターネットを用
いて便利になった通信販売により販路拡大に努力する一
方で，店頭販売は 35年前と全く変わらない．

0404 部品屋街の人作り

電気の街には，常に物作り社会を支え続けてくれる
人々がいる．企業や大学で研究開発用の単品生産を手が
けているのであろう，リスト片手に店頭の小皿に手際
良く部品を集め，店主と近況を話しながら精算する常連
さんも見られる．一目で技術者や研究者とわかる人々が
狭い路地でほかの客とすれ違うときのむだのない身のこ
なしは，武道の達人のようである．
しかし，その向こうでは，初めてやってきたのであろ
う，中学生の二人組がおどおどしながら雑誌片手に部品
を探している．同容量ではあるが多様な品種があるケミ
コン＊6を前に，選択方法を議論していたりする．そんな

総武線ガード下部品屋街入口

総武線ガード下から見た部品屋雑居ビル＊4 　CRT：Cathode Ray Tube．加速した電子を画面に当てて発光させる
表示用真空管の総称．ブラウン管もその一種．

＊5 　DRAM：Dynamic Random Access Memory．記憶回路実現方式の一
つ．ほかに，Static-RAMや Sequencial Access Memory（磁気バブル
方式など）もある．

＊6 　ケミコン：ケミカルコンデンサの略称．店頭ではこのような略称が
幅をきかせる．
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ときに部品の特徴や部品屋街の「お作法」を中学生相手
に教授する「店のおっちゃんとおばちゃん」がいる．40

年前の田舎町に残っていた助け合いの姿が，ここには
残っているように見える．それは，社会人として子供や
若手を育てる地域の助け合いのみでなく，10年後にこ
の世界を背負うかもしれない期待の新人を業界として育
てようとする姿にも見えてならない．

0505 兄貴のような雑誌

電子工作月刊誌では，そこに掲載されていたテスタ＊7

の広告の主人公が小学生高学年であったように，子供
や若手のための製作記事が多かった．記事の著者は，
学生，若手技術者や研究者，教員などであった．読者
にとって著者は兄貴や先輩のような存在である．そし
て，製作記事は，単なる工作マニュアルや手順書では
なく，未知の世界へと導く「兄貴」の案内メモのようで
あった．

1990年代中ごろまでは，アマチュア無線，オーディ
オ，技術雑誌，パソコン雑誌，計算機工学の専門誌など，
多くの専門雑誌が多様なレベルで出版されていた．これ
らの専門雑誌が未知の世界への案内役として果たす役割
は大きい．そして，読者はその分野のレベルの進歩に応
じて購読誌を自然に変えていく．
本や雑誌は，言語や図面による表現を用いることによ
り時を超えた知識継承を可能にした．しかし，表現しき
れない事項も多く残っている．何らかの形で達人や実物

に接することは，知識の確認として大きな意味がある．
どのレベルの雑誌でもいい，記事を参考に実物に接する
ことは現実を知る勉強になる．

0606060606 店頭情報は宝の山

雑誌広告を手に秋葉原を訪問した田舎生まれの「ラジ
オ少年」にとって，その街の姿は衝撃的であった．一反
の田んぼではなく間口一間の店舗で一家の生活と多くの
顧客企業を支える姿がそこにあった．部品など商品の専
門家としての店員は新製品開発に闘志を燃やす中堅技師
に部品特性を説明し，その隣では店主から各種商品の販
売動向を探る部品メーカ営業員の姿がそこにある．彼ら
は，時にはにこやかに，時には激しく，部品の要求仕様
と実現性能を論じている．
店頭で物色しながらも，隣の店から耳に飛び込む情報
は，耳学問の原点である．言い間違いや聞き間違いを含

キット専門店の店頭

ラジオデパート外観

ラジオデパート内部

＊7 　テスタ：ここではスイッチを切り換えることで電圧計・電流計・抵
抗測定器などの機能を選択して使用できる簡易な測定器をいう．
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めその真偽の確認方法の考察が最初にあり，更に自分の
作品への影響や情報の背景までいろいろと考えるべき
ことはある．時には，別の店にて店員さんに直接インタ
ビューする必要もあるかもしれない．
これは，現場での情報収集と調査にほかならない．学
会の研究会の席で，飛び交う情報を自分の研究などと関
連づけて情報を精選する基本技と同じである．
秋葉原に限らず，イヤホンやヘッドセットを装着して
音による外界情報を遮断したまま歩く人を見るたびに，
「もったいない」と筆者は考えてしまう．
　

0707070707 ジャンクに学ぼう

　筆者は，たまたま訪問した秋葉原のジャンク屋で購入
した 1本のケーブルにより，数日分の仕事を一気に解決
できたことがある．無線機器の測定実験回路を組むため
特殊な多心コネクタを探しに行ったとき，まれなことで
あるが，秋葉原のコネクタ専門店に在庫がなかった．し
かし，その足でたまたま訪れたガード下のジャンク屋で
発見したケーブルにそのコネクタが付いていた．部品番
号は一致した．膨大なジャンクの山の中で，よくも目に
留まったものである．しかも，ケーブルの反対側には，
まさに私が組み立てようとした実験回路に使用できるコ
ネクタやクリップがほとんどすべて接続されていた．更
に，筆者が考えていなかった「余分な」コネクタを見て，
実験回路の不備に気づくことができた．せっぱ詰まって
いた筆者にとって財布をそのまま渡しても良いほどの価
値があるケーブルではあったが，先人の知恵に感謝しつ
つ，ポーカーフェースを保って店主の言い値の 500円で

購入した．今でも，人生最高の買い物と思っている．
某専門技術雑誌でも基板実装を解説する企画記事があ
り，新作機器の内部写真が掲載されている．同様に，現
場を生き抜いた名作のジャンクは，たとえ 1本のケーブ
ルであっても知恵の宝庫である．見る人の目に応じて，
測定技術，回路技術，実装技術，運用技術，システム構
成など，多様な過去の経験を証言してくれる．
一方で，ジャンクには失敗作も含まれており，反面教
師も多い．パーツの加熱変色やリセットボタンの手あか
などが物語る各種の失敗のほかに，時代錯誤のアイデア
や発展性がない袋小路に入った迷作もある．しかし，早
すぎたアイデアは，参考になるかもしれない．
また，ある中古測定器販売店では，1960年代の名作
測定機器を商品と一緒に展示している．これらの道具
は，研究者や技術者の触覚の拡張であり，体の一部のよ
うな存在である．道具をよく観察すると，今の技術が確
立されてきた道のりが見えてくる．筆者は，このような
展示をしてくれる販売店に感謝している．

0808080808 部品屋街のお作法

現地に乗り込む前に，知っておきたいお作法がある．
お作法といっても「ごめんください」とか「おじゃまし
ました」というあいさつなど，社会人の基本をここで書
くつもりはない．筆者が学生のころに先輩から教わった
部品屋街独特の注意事項を書くことにとどめたい．
部品屋街は狭い．狭い場所では，身のこなしや服装
や持ち物に気配りが必要である．通路には小さな段差昌平橋から見る部品屋街

ガード下部品屋街の内部―リュックを持つ人はいない
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があり，足下にも注意が必要である．あまり知られて
いないかもしれないが，JRガード下の部品屋街の所々
に簡単な水場もあり，水道の蛇口や排水受皿など突起
物がある．また，多くの人々が狭い通路を対面通行し
ている．結局，すれ違う相手に半身になり，更に，店
頭商品や建物付属設備を適切なタイミングでかわしな
がら狭い通路を歩くことになる．つまり，柔軟な身の
こなしが大切である．また，引っかかりやすい形の服
装や持ち物はトラブルの元である．靴ひもなども事前
に状態を確認したい．大物は最後に買おう．潜水艦乗
務員のつもりで歩こう．
購入中，店に向かった状態でも，通路の通行をじゃま
しないように注意する必要がある．リュックサックなど
は論外である．背負えば背後の通行などを圧迫し，下に
置けば通行人がひもに足を引っかける危険があり，持ち
上げれば砂ぼこりを店頭の部品にまき散らす．車輪付き
のキャリーも，使う場所やタイミングを選びたい．
一方，ジャンク屋では，ほこりだらけの品物の山を相
手に発掘作業をすることもある．結局，作業着などが最
適かもしれない．このような環境に不慣れな人（彼氏彼
女かもしれない）を，秋葉原に連れて行ってよい顔をさ
れない理由はこのあたりにあるらしい．
メモやペンを取り出すなどポケットに手を入れる作業
は，店頭に立つ前にすませておこう．小さいが高価な部
品が並ぶ店頭でこのようなしぐさをされては店主が落ち
着かない．「李下に冠を正さず」である．片手で扱えるメ
モなどを手にした状態で店頭に立ちたい．
準備ができたら，店主に「お借りします」と一言断っ

て部品皿に目的の品を手早く集め，精算する．雑談無用
である一方で，仕事を速くできるなら店主との会話は大
切である．店頭に並んでいない部品であっても，店主の
背後の部品箱や近所の倉庫に保管されていることが多
い．また，その店になくても，別の取扱店を紹介してく
れることもある．現物を持って「これと同じもの」と店
主に教えを請うことも，お互いに仕事が速い場合がある．
時には，納期が迫って一刻を争う状況の技師が店に飛
び込むこともある．店主も多忙な場合がある．こんなと
きは，会話が中断されても容認しよう．店主の優先順位
判断に従おう．考え事をしている人もいるため，不必要
にうるさくするのはやめよう．このあたりのお作法は図
書館と似ているが，その他は市場などプロの店のお作法
と同じである．部品店は，土産物屋とは異なり，遊ぶた
めの店ではない．

0909 む　す　び

思い起こせば，秋葉原は学校にも負けず劣らず多くの
ことを学ぶ機会を提供してくれる．専門家の生き様を見
る，専門分野の実物に接する，社会動向を知る，自分で
「やらかす」材料や着想を得る，同好の士と情報交換し
て助け合うなどの出来事は，筆者の印象に残っている．
秋葉原でなくても，筆者の故郷の部品店からも，多くを
学んできたことを申し添えたい．要するに，経験豊富な
達人やジャンクなど，「本物」から学ぶ機会が大切である．
なんだ，学会と同じじゃないか…．秋葉原を見るたび
に，若手が「秋葉原的感覚」で本誌 B-plusや学会行事に
接してくれることを一編集委員として願っている．今日
も「元ラジオ少年」は「現場」で学び続けている．

山手線ガード下のジャンク屋

小瀬木　滋（正員）

昭 56 電通大・電気通信・応用電子工
学卒．昭 58 同大学大学院電気通信学
研究科修士課程了．同年運輸省電子航
法研究所勤務．平 2オハイオ州立大客
員研究員．平3運輸省電子航法研究所．
平 13 独立行政法人電子航法研究所．
現在は，機上等技術領域上席研究員．
本会宇宙・航空エレクトロニクス研究
専門委員会副委員長，本誌編集委員．
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ま え が き
 

筆者が無線 LANの研究開発に従事したきっかけは，
1997年 2月に当時の NTT無線システム研究所の故 

鮫島秀一所長から，家庭や事務所で使用する無線デー
タ伝送装置の研究開発をしてほしいと言われたときで
ある．そのとき，所長から言われたのは「高速コード
レス電話のようなものを至急，研究開発してほしい」
ということだった．筆者は 1981年に電電公社横須賀
電気通信研究所に入社して以来，衛星通信用時分割多
元接続（TDMA）装置の研究開発を行っており，その後
研究所の研究計画を企画推進する部門を経て，新しい
研究テーマに取り組む時期であった．

1997年当時は IMT2000（International Mobile 

Telecommunication 2000）システムの開発が進み，
移動環境で 144 ～ 384 kbit/sを， 静止環境で最大
2 Mbit/sの実現を目指しており，光ファイバも各家庭
に導入すべく研究開発が進められていた時期だった．筆
者の与えられたテーマは家庭やオフィスまでブロード
バンド回線が普及したときに部屋の中の配線問題が顕在
化することにある．確かに一般家庭でイーサネットケー
ブルを部屋中に露出させて配線することは美観上も好ま
しくなく，子供がケーブルに足を引っ掛けてけがをする
危険性もある．
この目的のため 17名の研究者が筆者のグループに

集められ，研究開発を開始した．ほかのグループでは
無線アクセスによる ATM（Asynchronous Transfer 

Mode） 伝送を目的に欧州の ETSI（European Tele-

communications Standards Institute）や ATMフォー
ラムと協調しながら研究開発を行っており，我々のグ

66

ループではイーサネット伝送を行う IEEE 802.11WG

（Working Group）に参加することになった．
本稿では，1997～ 2002年ごろの状況を中心に，

IEEE 802.11a準拠無線 LANの研究開発と標準化の経
緯について述べる［1］，［2］．

5GHz帯高速無線 LANの研究開発

筆者らは高速無線 LAN装置の研究開発について非常
にオーソドックスな手法をとった．具体的には第一段
階として，アイデアの性能を計算機シミュレーションに
より確認し，その結果を用いて実験室でブレッドボード
モデルを試作した．ブレッドボードモデルとは，性能を
評価する目的で実験机一面に手作りの電子回路を作成
するものである．その後，CSMA/CA（Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance）のプロト
コルも含めて無線 LAN装置を個別回路中心に試作し，
段階を踏んで小形化を図っていった．
研究当初はどのような方式で進むのか結構悩んだ．
各種文献に基づく机上検討に加え，世界の主要企業
の動向情報を入手するということから，方式として
シングルキャリヤ＋等化器方式でいくのか，パケッ
トモード OFDM（Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing）方式でいくのかの大きく 2通りに絞られ
た．判断基準は CSMA/CAという無線 LANのプロトコ
ルに相性の良い物理層は何かという点であった．グルー
プ内で 2通りの簡単な計算機シミュレーションを進め，
パケットモード OFDM方式は同期系の課題を解決すれ
ば何とかなる感触を得ていた．グループの生い立ちとし
て衛星通信や PHSの物理層を担当している者は同期系

通信ソサイエティマガジン  No.12［春号］2010

　　京都大学 守倉正博
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に精通しており，種々の困難があってもなんとか解決で
きるものと思った．また TDMA方式ではあるが，欧州
では HiperLAN/2として OFDM方式の検討がなされて
いたことも判断のポイントだった．

■スケールモデル実験
高速無線 LANに適用するパケットモード OFDM方

式を計算機シミュレーションで性能評価し，設計パラ
メータを決めていくという方法と並行して，時間と手間
がかかるが，実験室でブレッドボードモデルを自分た
ちの手で作成し，評価するという方法をとった．ハード
ウェア実装を簡単化するため，伝送速度を 1/4にした
スケールモデルで行い，DQPSK-OFDM（Differential 

Quadrature Phase Shift Keying-OFDM）モデムを連続
モードとパケットモードで動作するように試作した［3］．
また 140 MHzの中間周波数帯にて，非線形増幅器やマ
ルチパスフェージングシミュレータを挿入して各種の評
価を行った．
計算機シミュレーションで得られた設計値でほぼ予
想どおりの動作が確認できたが，一番悩まされたのが，
直交変調器の I/Qバランス問題だった．実験を開始す
る直前に毎回，厳密に直交変調器周辺回路の調整をす
るのだが，実験中に直交性が崩れてしまい，ビット誤り
率特性が大きく劣化するという現象に悩まされた．原因
を調べると変調器側 D-A変換器出力の DCオフセット
及び I/Qチャネル間のレベル誤差が影響を与えており，
その結果 OFDM変調波の中央周波数に搬送波漏れが発
生し，中央周波数位置にある副搬送波のビット誤り率特
性が大きく劣化することが分かった．対処法として中央
の副搬送波をヌルとして使用しない方法を採用したとこ

ろ，即座に悩まされていた現象が止まった．この方法は
IEEE 802.11aの標準規格に反映された．計算機シミュ
レーションだけだと気が付かない点であった．
また，受信側での A-D変換器の量子化ビット数に

ついてビット誤り率の劣化量を基に必要な値の導出を
行った．これらの結果は計算機シミュレーションの結
果とほぼ一致するものであったが，実際に実験で結果
が得られると大きな自信となった．図１は当時の実験
室での試作 DQPSK-OFDMモデム回路の実験風景で
ある．FFT（Fast Fourier Transform）回路や同期回
路は FPGA（Field Programmable Gate Array）で試
作し，符号化率 3/4のビタビ復号器は衛星通信用に開
発した LSIを使用した．図 2には，中間周波数帯で挿
入した非線形増幅器により変調波のサイドローブレベ
ルが増加した様子を示している．本例では出力バック
オフ＝3 dBでの設定であり，この場合も計算機シミュ
レーションと実験とがビット誤り率特性においてよく
一致した．図３はパケットモードの OFDM変調波信号

開発物語：IEEE 802.11a 無線 LANの研究開発と標準化

図 1　試作 DQPSK-OFDM モデム回路

2MHz

10 dB

140MHz

出力バックオフ＝3dB

図 2　HPA 非線形動作時のスペクトル特性

図 3　OFDM 変調波信号波形（64 Byte 長）
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であり，パケットモードにおいても，同期アルゴリズム
が正常に動作することを確認できた．

■ CSMA/CAによるパケットモードOFDM方式
標準化が開始された 1997年 7月以降，IEEE 802.11a

の標準化目標である 20 Mbit/s以上を満足する無線
LAN方式としてパケットモード OFDM方式を提案し，
第一次試作を行った［4］．本提案の主要諸元を表 1に
示す．

図 4に示す試作装置は，IEEE 802.11準拠の CSMA/

CAプロトコルを実装して 20 Mbit/sの情報伝送速度
を達成した世界初の試作機である．試作開始時の 1997

年時点で欧州規格の HiperLAN/1の規格があり，それ
を意識して，将来の共存を見据え 23.5294 MHzのチャ
ネル間隔を設定し，チャネル配置を合わせた．試作機
が完成した 1998年当時はまだ国内で 5.2 GHz帯は無
線 LAN用に開放されておらず，実験用の電波免許を取
得し，伝送実験を行った．装置が LSI化されておらず
大形であったこともあり，運搬のたびに振動などが原
因で動作が日によって不安定で，苦労しながら動作試験

し，種々のイベントに参加した．1999年 5月に千葉県
幕張で IEEE 802.11WGの中間会合が開催され，その
ときにこの試作機をイベントとして参加者に披露し，本
当にパケットモード OFDM方式で動作することを参加
者に理解してもらった．第一次試作機の実証から，パ
ケットモード OFDM方式により 20 Mbit/s以上の伝送
速度が達成可能であるという見通しが得られた．このと
きに提案したサブキャリヤ数 48本は IEEE 802.11aの
最終規格まで行き残ったパラメータである．パケット伝
送で重要なのが信号を復調するための同期信号である．
パケットの先頭部分にプリアンブルと呼ばれる物理層用
の同期信号が用いられている．本試作装置では無線周波
数発振器の安定度を±5 ppm程度を想定していたため，
AGC（Automatic Gain Control）用のプリアンブル以外
はロングプリアンブルがあるだけで，AFC（Automatic 

Frequency Control）用のショートプリアンブルは含ま
れていなかった．

■  IEEE 802.11a準拠第二次無線 LAN試作装置
2000年 3月，前年に標準化がなされた IEEE 802.11a

準拠の無線 LANの試作に成功した［5］．パソコンとの
インタフェースは PCMCIAカードを介して行い，無線
装置のきょう体体積は 240 mlの小形化を図った．主要
諸元を表 2に，装置外観を図 5に示す．本装置は第二
次試作に当たり，第一次試作の経験を経て，種々の部
分で改良がなされた．第二次試作で設計時点から課題
であったのは，SIFS（Short Interframe Space）時間
の 16 sをいかに実現するかだった．データパケット
や制御信号パケット間の時間間隔を Interframe Space

と呼び，幾つかの種類があるが，最も短い時間間隔が

W_Bp_OR5_S

周波数帯 5.15～5.25 GHz

チャネル数 3（23.5294 MHz 間隔）

情報伝送速度 20 Mbit/s
伝送方式 OFDM

サブキャリヤ数 48

変復調方式 DQPSK/遅延検波

誤り訂正方式 畳込み符号化/ビタビ復号

アクセス方式 CSMA/CA
隠れ端末対策 RTS/CTS方式

暗号方式 RC4，FEAL-32

表 1　第一次無線 LAN 試作装置の主要諸元

図 4　CSMA/CA によるパケットモード OFDM 方式の
　　 　第一次無線 LAN 試作装置

W_Bp_OR5_S

周波数帯 5.15～5.25 GHz

チャネル数 4（20MHz 間隔）

情報伝送速度 6, 9, 12, 18, 24, 36 Mbit/s
伝送方式 OFDM

サブキャリヤ数 48＋4（パイロット）

変復調方式 BPSK, QPSK, 16QAM 同期検波

誤り訂正方式 畳込み符号化/ビタビ復号

アクセス方式 CSMA/CA
隠れ端末対策 RTS/CTS方式

暗号方式 RC4，FEAL-32

表 2　第二次無線 LAN 試作装置の主要諸元
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プセットは構内無線 LANのアクセスポイントとして商
用化された．

■無線 LAN の伝搬試験
第二次試作装置からはハンディに持ち歩くことが可
能となり，IEEE 802.11a準拠の無線 LANの実力がど
の程度かを知る上で，伝搬試験を実施した．図 7に示
す野比実験ハウスが当時神奈川県横須賀市にあり，そこ
で木造 2階建ての環境での伝送実験を行った．実験風
景を図 8に示す．移動台車の上に無線 LAN子機と伝送
速度測定用ノートパソコンなどを搭載して実験ハウス
の種々の場所にて測定を行った．この実験により UDP

レイヤで約 20 Mbit/sがこの家の中のほとんどの場所
で通信可能であることを確認できた .当初の標準化目標
であった 20 Mbit/s以上という要求にこたえられたも
のと思う．

SIFS時間である．SIFS時間が適用されるのはデータ
パケットを受信して Ackパケットを送信するまでの時
間的な間隙であり，プロトコル上は無駄時間に入るた
め，なるべく短い時間が望ましい．標準化規格を決める
際にはある程度机上でのハードウェア設計検討を行っ
た上で決めたのであるが，実際に試作装置が出来上が
るまで本当にこの SIFS時間で実装できるかどうかが
不安であった．

■ IEEE 802.11a準拠第三次無線 LAN用チップセット
2002年 3月には第二次試作をベースに第三次試作を

行い，PCMCIAカードに内蔵できる無線 LANのチップ
セットの開発に成功した［6］．外観図を図 6に示す．し
かしこのころになると標準規格であるため複数の企業が
IEEE 802.11a準拠の無線 LANチップセットの開発を
進め，パソコン周辺機器メーカやノートパソコンメーカ
と組んで大量生産による廉価な無線 LANチップが供給
される時代に入った．筆者らの開発した無線 LANチッ

図 5　IEEE 802.11a 準拠第二次無線 LAN 試作装置

図 6　IEEE 802.11a 準拠第三次無線 LAN 用チップセット

図 7　野比実験ハウス外観図

図 8　野比実験ハウス内の実験風景
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IEEE 802.11a の標準化

■標準化の背景
通信機器の標準化とは，世界各国で使用される場合に
どの製造メーカの機器であっても相互に通信できること
が重要である．イーサネット方式の標準化は IEEE 802

委員会で行われている．IEEE 802委員会の名前の由来
は，1980年 2月に設立されたことからといわれてい
る．この委員会は LAN及びMAN (Metropolitan Area 

Network)に関して OSIモデルの下位 2層をターゲッ
トとして標準化を行っている．当初は有線システムで
スタートした委員会であるが，1987年に IEEE 802.4

（Token Bus WG）内で無線化の検討が開始され，1990

年には IEEE 802.3（CSMA/CD）内で無線化が検討開始
された．その後，1990年 7月に IEEE 802.11WGが設
立された．最初の無線 LAN規格である IEEE 802.11標
準規格が成立するのが 1997年 6月であるから約 7年
の年月を要したことになる．無線 LANが便利で有用な
ことはだれもが認めていたにもかかわらず，標準規格の
制定までに紆余曲折があり，メーカごとに互換性がない
無線 LANカードが市販されていた．複数のメーカから
の製品が乱立し，相互に接続することができず，高価な
少量生産に留まり，1997年時点でも PCカード形の製
品単体で約 10万円程度するものすらあった．そのため，
工場内などで無線でなければならない特殊な用途に限ら

れていた感があった．また，1997年に最初の無線 LAN

規格が成立した当時は有線のイーサネットで 10 Mbit/s

以上が普通で 100 Mbit/sの環境が整いつつある状況で
もあり，既に 1，2 Mbit/sの無線 LANというのは伝送速
度の点で時代遅れになっていた．IEEE 802.11WGでは
無線 LANの普及に危機感を持ち，早期に高速無線 LAN

規格を策定する機運が高まっていた．
当時の状況として，米国では 1997年 1月に 5 GHz

帯が U-NII（Unlicensed National Information Infra-

structure）帯として無線 LAN用に開放されることが
決まっていた．このとき，ゴア副大統領が提唱する情
報スーパーハイウェイ構想に基づき， NII（National 

Information Infrastructure）を早期に実現すること
が米国では求められていた．その中でアップル社や
WIN Forum（Wireless Information Network Forum）
が 5 GHz帯で 20 Mbit/s程度の伝送速度を有する無線
通信手段を希望していた．この要望は学校，図書館，病
院などの主要施設から NIIにアクセスする手段として
免許不要の無線アクセスが必要だというものであった．
FCC（Federal Communications Commission）はこれ
らの請願を受け，5.15～ 5.35 GHz/5.725～ 5.825 GHz

（計 300 Hz）を U-NIIバンドに割り当てることを決めた．
IEEE 802.11WGではこれを受けて 1997年 3月会合か
ら議論がスタートしたが，最初の無線 LAN規格が承認
された後の 1997年 7月会合以降に 11a，bという二つ

ATM Forum
WATM-WG ETSI-BRAN

欧州
IEEE 802.11
米国

無線ホームリンク
特別部会

MMAC
推進協議会
日本

5 GHz 特別部会
（イーサネット作業班：

CSMA）

高速無線アクセス部会
5 GHz 特別部会

（ATM作業班：HiSWANa）

IEEE 1394

協調関係

リエゾン関係

図 9　5 GHz 帯無線アクセス標準化の国際協調体制
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の無線 LAN規格策定作業が本格化したといえる．
　欧州では ETSIが中心となって 5 GHz帯の無線 LAN

規格である HiperLAN/1の標準化を終え，新たに ATM

モードの無線 LAN規格を作るべく，HiperLAN/2の標
準化の議論が活発に行われている状況であった．日本で
も当時のMMAC（マルチメディア移動アクセス）推進
協議会が中心となり，これらの世界的な動きに連動して
標準化技術の議論が始まっていた．日米欧のこれらの
動きは当初は個別に機能していたものが，共通の周波数
バンドである 5 GHz帯の利用ということで，協調して
規格作りを行うべく進められた．このときの体制を図９
に示す．

■ IEEE 802.11a標準化の経緯
　 1997年 7月会合はハワイのマウイ島で開催された．
当時は無線 LANの標準化に興味を示す企業や研究機関
は少なく，参加者数も登録者で 60名程度であり，会
場で議論している人数は 40名程度だった記憶がある．
NTTからは筆者と高梨　斉君（後の 11a標準規格の編
集者）がペアになり，標準化担当として加わった．
　筆者がそれ以前に参加していた国際会議では背広にネ
クタイが普通の発表だったのだが，この会合ではアロハ
シャツや短パンなどのラフな格好で発表者も聴講者も参
加しており，事前に知っていたとはいえ驚いた．筆者も
その中でラフな格好で発表を行い，すぐに 802委員会
の雰囲気にも慣れた．
　図 10に 1997年当時の標準化の構成を示す．

IEEE 802.11WGでは，MACサブレイヤに無線ア
クセスプロトコルとして CSMA/CA方式を採用してい

る．図 10ではこの共通のMACサブレイヤの下に種々
の物理レイヤと組み合わされて無線 LANが構成される
という基本的な概念を示す．MACサブレイヤもその後
IEEE 802.11eなど種々の追加変更が行われているが，
共通のMACサブレイヤの下に種々の物理レイヤという
考え方が基本であることに違いはない .

　 11aよりも 11bの方が早く普及したのに，なぜア
ルファベット順が逆なのかという質問を受けることが
ある．筆者の記憶では，標準化を開始するときに PAR

（Project Authorization Request）を作成し，TG（Task 

Group）を設立する場合に承認を受けなければならない．
標準化を開始する PARの承認時期と製品の普及時期が
逆転しているのが原因である．承認時期は逆転したとは
いえ，11aと 11bはほとんど並列に審議されたといえ
る．当時の雰囲気は，既存の IEEE 802.11規格に後方
互換性を持たせ，ビジネスとしても市場が早く見込める
11bに関心が集まった．直接拡散方式か周波数ホッピン
グ方式かが当初議論の主体であり，その後高速化に向く
直接拡散方式に議論が移っていくという経過をたどっ
た．一方，11aの方はMACサブレイヤが共通というも
のの，2.4GHz帯との後方互換性は要求されないことも
あり，自由な発想ができたように思う．当時のメモをも
とに審議の過程をまとめると次のようになる．

1997年   3月：11a，b高速無線 LANの議論が開始
1997年  7月：標準化の目標とする PARの審議
1997年 11月：標準化骨子提案
1998年  1月：標準化提案
1998年 3～ 5 月ごろ：各提案方式の特性提出 /変調

方式の選択（投票による絞り込み）
1998年 7月： 変調方式の決定（2.4 GHzは CCK方

式，5 GHzは OFDM方式）
1998年 9月～
　 1999年 7月 ごろ ：標準仕様の草案作成及びWG

投票，スポンサー投票
1999年 9月： IEEE Standards Activities Boardで

承認

これらの会合の中で 1998年 5月にオランダのユト
レヒトで開催された中間会合は今でも忘れられない．こ
のとき 11a，bともに利害が対立するグループ間で膠着
状態になり，75％を得る方式に到達せず，次回会合ま

MACオリジナル規格
IEEE 802.11

2.4 GHz
DS 方式

2.4 GHz
FH 方式 赤外線

5GHz
24Mbit/s
max 54Mbit/s
IEEE 802.11a

2.4 GHz
高速化
11Mbit/s
IEEE 802.11b

1Mbit/s, 2 Mbit/s

図 10　IEEE 802.11 の構成（1997 年当時）
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で決定が遅れた．11aにおける方式選択過程では，最後
はシングルキャリヤ＋等化器方式なのか OFDM方式な
のかという点が論点であった．当初，投票で OFDM方
式は等化器方式に敗れる場面もあった．このとき，欧州
は OFDM派が多く，米国は等化器派が多いような印象
が残っている．標準規格は送信側での規定が中心で，受
信側は製造者任せというのが基本であるので，シングル
キャリヤの場合，送信側の規定はシンプルで，各メーカ
は受信側の等化器などを工夫することによって他社との
差別化ができるというのが特徴としてあったと思う．そ
の一方，パケットモードの OFDM方式は送信側の規定
が複雑でこれによって受信側もほぼ構成が決まり，等化
器に比べてメーカ間の差があまり出にくいという特徴が
ある．方式決定でもめたのはパケットモード OFDM技
術について，同期技術を含めて，まだ技術的に未熟だっ
たこともあると思う．
いずれにしても， 次の 1998年 7月会合で 11aは

OFDM方式，11bは CCK（Complementary Code 

Keying）方式という形で決着がついた．しかし，それか
らがまた幾つかの山を越えて行かなければならなかった．
（1）チャネル間隔問題
　 1998年 9月～ 1999年 7月の間は 11aの標準規格草
案を作成し，草案を承認してもらう作業に入った．この
間，最大の問題になったのは周波数チャネル間隔であっ
た．この当時，チャネル間隔は欧米でバラバラであり，

（米国）  IEEE 802.11a　チャネル間隔は 15 MHz

（欧州）  HiperLAN/2　  チャネル間隔は 25 MHz

のように進行しており，日本側がMMACを通じて妥協
案の 20 MHzを提案しようとすると，今度は 11aのタ
スクグループ内でもめた．その理由は 11aでのチャネル
配置の変遷の歴史がある．当初，等化器派は 20 MHz，
OFDM派は 15 MHzにして，システム容量などの議論を
した末に OFDM方式が選ばれた経緯もあり，1998年 9

月時点のチャネル間隔は妥協の産物としての 18 MHzで
あった．それをまた，当初の 20 MHzに戻すという議論
が始まったので，それならば再度，等化器か OFDMか
という審議をやり直そうという意見も出る始末であった．
日米欧の参加者の多くは早く標準化を終わらせ，製品

化を図りたいという思いが当然強く，時計の針を半年以
上逆に回すような意見に反対であった．そこで 20 MHz

統一に賛同する参加者が集まり，反対者を囲むようにし
て会場のホテルのレストランで昼食会合したのを思い出
す．チャネル間隔の統一により，ようやく懸案であった
11aと HiperLAN/2の物理層はほぼ統一され，MACサ
ブレイヤだけが異なる仕様となった．
　一連のチャネル間隔の紆余曲折が伝送レートに影響し
ている．無線 LANは 24，36 Mbit/sのように中途半端
な数字になっているが，当初のオリジナルのチャネル間
隔 15 MHzのときには 20 Mbit/s，30 Mbit/sだったわ
けである．チャネル間隔が 20 MHzになったため，伝送
レートを上げて 24 Mbit/s，36 Mbit/sになった．
　それでは次に，54 Mbit/sが生まれた経緯について述
べる．
（2）54 Mbit/sモード
本来の標準規格の目標は 20 Mbit/s以上であったた

め，チャネル間隔の問題が解決した後は，24 Mbit/s必
須で，36 Mbit/sがオプションというものが草案であっ
た．後は，細かい議論を経て草案の完成度を上げる状況
になりつつあった．しかし標準化会合の参加者には電
波伝搬特性に優れる 2.4 GHz帯を用いて，なおかつ 1，
2 Mbit/s規格との後方互換性を有する 11 Mbit/sの 11b

規格に比べて，高々 2倍の伝送レートであり，5 GHz帯
で後方互換性のない 11aは商品的に魅力に乏しいという
意見があった．
そのような状況のときに日本のMMAC会合で，ある

家電メーカから DV規格伝送で 32 Mbit/s程度が IP層
で欲しいという意見があったので，11aの議長，ルーセン
ト社の参加者と筆者らがホテルのレストランで夕食時に
この話をした．ペーパナプキンを使って議論した結果が
CSMA/CAでのオーバヘッドを 4割程度とラフに見積
もり，32 Mbit/s/0.6＝53.3 Mbit/sとして 54 Mbit/sに
したわけである．筆者が「それは 64QAM（Quadrature 

Amplitude Modulation）伝送になるので，固定劣化も多
くなり，距離も飛ばないので無線 LANというより PAN

ですね」という話をした覚えがある．翌日，会場でこの
提案がなされたときに皆の反応は非常に良く，「これで
11aの製品を店頭に並べたときに，箱に 54 Mbit/sと書
けるので，販売促進に良い．距離が少ししか飛ばなくて
も，その方が魅力的だ」という意見が支配的であった．
54 Mbit/sの技術提案は HiperLAN/2でも承認され，支
持を受けることになった．
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筆者からすると，無線 LANとして安定した伝送レー
トは 24 Mbit/sであり，それを基本にサービスエリアが
決まるという思いでいたので，54 Mbit/sは 36 Mbit/s

と同様に単なる「おまけ」という意識が強く働いた．そ
のこともあり，11aの標準規格では 24 Mbit/sまでが必
須伝送レートであり，36～ 54 Mbit/sはオプション扱
いになっている．
しかしながら，無線 LANの普及促進及び互換性保
証を行うWiFi（当時はWECAという呼称）ではこの
54 Mbit/sをWiFiとして必須伝送レートにしたために，
以後，11aと言えば 54 Mbit/sというイメージが生まれ
たものと思う．

む　す　び

今から振り返ると 1997年の 2月に研究分野としてそ
れまでの衛星通信から無線 LANに変わったことが，時
代の巡り合わせで，世界が 5 GHz帯の無線 LANに向け
て動き出したちょうど良いタイミングだったと思う．そ
ういった意味で非常に幸運なタイミングで無線 LANに
出会えたと思う．それよりも早い時期に出会っていたな
らば，停滞する標準化会議に閉口していたに違いなく，
また遅い時期に出会っていたならば，ほかの提案者の後
追いの研究開発に終始したことだろうと思う．
　標準規格でルーセント社と筆者らの共同提案が最終的
に承認されたのは，衛星通信や PHSで培った物理層，
MACサブレイヤの技術を武器に積極的に研究開発に
臨んでくれた仲間たち，本格的な装置試作では開発パー
トナーとして果敢に新技術に挑戦して頂いた NECの
方々の協力があったからにほかならない．ここに感謝の
意を持って筆をおくことにする．
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 1. ま え が き

きれいに色づいた葉もほとんど散り，本格的な冬が
やって来ようかという 2009年 11月最初にこの原稿を
書いています．今年は 11月 1日に夏時間が終わり，通
常の時間帯になりました．デイトンは東海岸時間帯の
一番西に位置しています．これに夏時間の効果が加わる
ので，夏の間は日の入りがとても遅く，1日がとても長
くなります．しかし，私は単身赴任でこちらに来ている
こともあり，平日の夜，休日は時間を持て余すことがま
まあります．そもそも，お酒が大好きでメタボな私は，
みんなから更なる大形化を心配されました．大学の保健
室では，体重増は○ kgまで，と増えることが前提で話
をされました．仕方ないとはいえ，それが悔しく，アメ
リカに行ったら，夜お酒を飲むだけでなく，何かスポー
ツをやろうと思っていました．今回は，メタボな編集委
員が取り組んだスポーツと，それにまつわる小さな挑戦
の顛末です．

千葉大学

関屋大雄
Hiroo Sekiya

第7回

メタボな編集委員の小さな挑戦

連載
企画

 2. フルマラソンへの道

  さて運動，では何を？

今，アメリカでは日本と同様，マラソンブームのよう
で，どこに行ってもジョギングをしている人を見かけま
す．主要な都市では必ずといってよいほど，マラソン大
会が開催されています．1年目の春，大学で地元デイトン
のマラソン大会のパンフレットが配られていました．
ちょうど何の運動をしようかと考えていた時期でしたの
で，このマラソン大会を目標にジョギングを始めること
にし，早速 10 kmの部にエントリーしました．このと
きはハーフマラソン，フルマラソンの部への参加など考
えもしなかったのですが…．

  デイトンとインディアナポリスのマラソン大会

9月にあったマラソン大会に出場し，無事 10 kmを
完走することができました．タイムは 55分で順位は
真ん中より少し上くらいでした．ごくごく平凡なタイム
と順位ですが，メタボの私からしたら上出来で，不思議
な満足感がありました．しかも，最初から早歩きの人も
おり，マラソン大会には気楽に参加していい，というこ
とが分かりました．なので，「これならハーフマラソン
には参加できそう」と感じ，ゴールした次の日には翌月
に開催される隣街のインディアナポリスのマラソン大会
にハーフマラソンの部でエントリーしました．２時間を
切ることを目標に参加したのですが，タイムは 2時間 7
秒．たった 7秒ですが，それが悔しくて仕方なく，ジョ
ギングを続けることにしました．ここまでくれば次はフ Wright State University の紅葉です．
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ルマラソン，同じ走るなら記念に大きなマラソン大会に
出たいと考え，シカゴマラソンに挑戦することにしまし
た．フルマラソンは最初から最後まで早歩き，というわ
けにはいかず，6時間の制限時間が設定されています．
一方で大会にエントリーしてから本番まで約 10か月あ
り，いろいろと準備もできそうです．こうしてマラソン
大会に向けた小さな挑戦が始まりました．

 
  シンシナティマラソン

冬の間，大学まで走って往復する毎日でした．雪が降
る日も走って大学まで通いました．この間，体も心なし
か締まってきたような気がします．そして，冬の練習の
成果を確認すべく，5月に隣街のシンシナティで開催さ
れる“Flying Pig Marathon”に参加することにしまし
た．シカゴマラソンまでに一回経験したかったこともあ
り，フルマラソンに初挑戦しました．このとき，ちょう
ど新型インフルエンザ（こちらでは Swine Fluと呼ばれ
ていました）の第一波が襲ってきたところで，大会名と
かけて“Swine Flew”の横断幕に激励され走ったことを
覚えています．途中歩いたり，ペースダウンしたりしま
したが，予想を大幅に上回る 4時間 17分でゴールでき

ました．そこで，シカゴマラソンの目標を時間内完走か
ら，途中歩くことなく 4時間を切ることに変更しました．

 
  夏の練習

研究でもそうですが，具体的目標が見えると気合い
が入ります．目標の達成に向けて，いろいろなところで
マラソンに通じる運動をしました．5月にヨセミテ国立
公園（サンフランシスコから車で 5時間ほど）に行った
ときは，写真のヨセミテ
フォールの横を登るトレ
イルをジョギングで登り
きりました．6月にニュー
ヨークに行ったときは，
セントラルパークを大勢
の人に交じって走り，自分
もニューヨーカーになっ
た気分でした．8月には月
300 km走ることを自分に
課しました．自分の中で
10 km，17 km，21 km
のコースを作り，それら

インディアナポリスマラソン，無事ゴールできました． シンシナティマラソンでフルマラソン初体験．

春のヨセミテフォール．この頂
上まで行くトレイルをジョギン
グで登りました．
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を組み合わせていろいろな距離を走りました．写真の小
道をよく走ったのですが，横に小川が流れており，リス，
ウサギは当たり前．アライグマ，テン，シカ，そして一
度だけですが，ビーバーにも出会いました．そして，夜
はこの小道に沿ってホタルが舞い，光の道ができます．
更に，いつもすれ違う人と顔見知りになり，たまに一緒
に走ることもあるなど，思わぬ交流もありました．自然
を楽しみつつマイペースで距離を重ね，月 300 kmの
目標を達成することができました．9月には家族とサン
フランシスコに行ったのですが，ケーブルカーと始発か
ら終点まで競走しました．このくだらない企画は，ケー
ブルカーに乗っていた息子より，一般の観光客に大受け
で，終点では私と記念撮影をしたい，という人まで現れ
ちょっとした人気者でした．

  いよいよシカゴマラソン

10月 11日，いよいよシカゴマラソン本番です．前日
にゼッケンをもらい，当日は朝６時過ぎには現地に到着
しました．しかし，ほかのマラソン大会と比較しても規
模は圧倒的で参加人数がものすごく，スタート地点にた
どり着くことも一苦労でした．スタートの号砲が鳴って
からスタートラインを通過するまで 8分かかり，いよい
よスタートです．スタートからゴールまで混雑の中を走
り続けた感じでしたが，一度も歩くことなくゴールでき
ました．しかし，タイムは４時間 7分で目標を達成する
ことができず，悔しい思いを残して小さな挑戦の幕が閉
じました．練習，準備に対して結果が伴わない悔しい思
いをしたのは久しぶりです．それでも自分に甘い私は，
レース後はすぐに気持ちを切り替え，御褒美にシカゴで
有名なステーキハウスに行き，舌鼓を打ちました．

  レースを終えて

マラソンでゴールしたときにもらえるメダルは留学中
の最も大切な記念品になると思います．日本に帰ってか
らもジョギングを続け，達成できなかった 4時間を切る
目標はいつの日か達成できればと思っています．
マラソン大会ごとの記念写真を追うと，わずかですが

体形が変化しているように感じます．多少メタボ度合い
は軽減されたように思いますがいかがでしょう．この記
事が掲載されるときには，私は日本に戻っています．そ
のときに体形が元に戻っていることのないよう注意した
いと思います．

ランニングコース．夏の夜はこの道に沿ってホタルが舞い幻想的です．

（上）シカゴマラソンを無事完走し，（下）自分への御褒美です．

（左）ここにシカゴマラソン全参加者の名前があります．
（右）確かに私の名前もありました．

通信ソサイエティマガジン  No.12［春号］2010
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 3. アメリカでのゴルフ

ジョギングの以外のスポーツとして，ゴルフを楽しみ
ました．アメリカには多くのパブリックコースがあり，
日本と比較してとても安価にプレーできます．アメリカ
にしばらく住むことを契機にゴルフを始める方も多いの
ではないかと思います．

  まずは道具を

ゴルフをするにあたり，道具をそろえる初期投資が
ネックではあります．しかし，安いものから高いもの
までいろいろなクラブが
売られており，安いもの
であれば 300ドルぐら
いで一式そろえることが
できます．私は単身赴任
で監視の目がないことを
良いことに，ちょっと奮
発して写真のクラブを購
入しました．

  いざラウンドへ

私が住んでいるところは大都会ではありませんので，
ゴルフをラウンドしたいときにゴルフ場に行けば，飛込
みでプレーできます．サマータイムの効果もあり，夏は
夕方 4時くらいに大学を出ても 18ホールプレーできま
す．値段も安く，1ラウンド 35ドルです．コースに沿っ
て住宅が並んでおり，ボールを打ち込まないよう緊張す
るホールもあります．しかし，総じて広くて長いホール

が多く，思いきりクラブを振ることができ，気持ち良く
ラウンドできます．

  ゴルフを通じて英会話

私の場合，周りにゴルフをする人がいないため，一人
でゴルフ場に行きます．一人でプレーすることもありま
すが，だいたいはその場で初めて会った人と一緒にプレー
します．空軍関係，同じ大学の医学部教授や隣の大学の経
済学部教授など，他分野の大学の先生ともラウンドしま
した．ラウンドの間は，自然とゴルフから派生する話とな
り，研究室での会話とは違う内容になります．日本のゴル
フ事情や，例えば，空軍の人とは「横田基地に住んだこと
があり，六本木は…」などという話をしたこともあります．
ところで，ちょうどゴルフを頻繁に行き始めたころ，教
授から「英語が上達したのでは？」と言われました．遊び
の輪に飛び込むことによって英語の上達が速まる，とよ
くいわれますが，あながち間違いではなさそうです．

 4. む　す　び

今回はメタボな私が取り組んだアメリカでの小さな挑
戦について御紹介しました．大都市であれば野球，サッ
カーなどのチームに入ることもできると思います．ス
ポーツを通じて，健康だけでなく，人とのつながりなど
いろいろなものを得ることができると思います．
これから留学のチャンスがある方は，スポーツに限ら

ず，研究以外に何か一つ取り組まれてはいかがでしょう．
日本では得られない何かが得られるかもしれません．

完走してもらったメダル達．とても良い記念です．

ゴルフクラブ．これさえ買えば
何とかなります．

家の並ぶホール．左に打ち込まないことだけ考えて．
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本大会の会場となる東北大学川内キャンパスは，仙台
市街地の西，青葉山の麓に広がる緑豊かなキャンパスで
す．青葉山は国の天然記念物にも指定されており，その
山麓には大学附属の植物園があります．園内では，モミ
やブナなどの林からアシ原まで様々な植物群落が観察で
き，運が良ければニホンカモシカに遭遇できるかもしれ
ません．休憩時間などに訪れてみてはいかがでしょう
（入園料：大人 220円）．また，会場の近くには「三太郎
の小道」という短い散歩道があります．これは，大正・
昭和期の学生にとっての必読書，阿部次郎の「三太郎の
日記」にちなんだものです．昼食後の散歩などによいか
もしれません．更に大学附属図書館も近くにあり，そこ
には漱石文庫を始めとする貴重な資料が保管されていま
す（閲覧には，事前の申し込みが必要）．
工学部と理学部は，会場から 20分ほど山を登った青葉
山の上にあります．工学部に行くには，バスや道路沿いの
登山道を歩くほか，植物園からも登って行くことができま
す．工学部電気系 1号館 1階ロビーには，本学で発明さ
れた八木・宇田アンテナの模型（図 1）などが展示されて
おりますので，この機会に是非御覧下さい．また，会場か
らは少し離れていますが，片平キャンパスには電気通信研
究所があります．その 1号館 1階の展示室にも，分割陽
極型マグネトロンや，初期の磁気記録装置の模型などが展
示されております．そのほか理学部キャンパスには，東北

大学総合学術博物館（理学部自然史標本館，図 2）があり，
化石や岩石・鉱物などの標本のほか，アジアの地図資料
などが展示されています（入館料：大人 150円）．
大学キャンパス間の移動には，仙台市内の観光スポッ
トを巡回するバス「るーぷる仙台」（図 3）が便利です（1

回乗車券：250円，乗り降り自由の 1日乗車券：600円）．
そのほか会場近くには，
仙台の街が一望でき，伊達
正宗公の騎馬像（図 4）が
ある青葉城址公園や，仙台
市博物館，魯迅の碑なども
ありますので，時間があれ
ばそちらにも是非足を延ば
してみて下さい．
東北大学がキャンパスを構える仙台市は，1601年（慶
長 6年）伊達正宗によって開かれ，以後，東北における
経済，行政，学術文化の中心として発展してきました．
仙台といえば杜の都，街中至る所に緑があり，ケヤキや
イチョウの並木が夏の強い日差しに，柔らかな光のフィ
ルタをかけてくれます．しかし，新しい地下鉄路線の工
事が始まり，現在では青葉通りのケヤキ並木は一部伐採
されてしまいました．それでも，定禅寺通りにはまだケ
ヤキ並木が残り，仙台市民の憩いの場所となっており
ます．最近映画にもなった伊坂幸太郎の『ゴールデンス
ランバー』は仙台が舞台で，ロケも行われました．
仙台でおいしいものといえば，牛タンを思い浮かべ
る方が多いと思いますが，それだけではありません．宮
城のお米や地酒（浦霞や一ノ蔵といった有名どころの
ほか，伯楽星，日高見などもお勧めです）は大変おいし
く，また様々な海の幸も味わえます．是非一度御賞味下
さい．お食事は，国分町に行けば何でもあります．また，
地方都市の商店街には寂れていったところが多い中，一
番町や中央通りといったアーケード街は今でも健在で，
活気に満ちております．少人数であれば，文化横町や壱
弐参（いろは）横丁もよいかもしれません．昭和の時代
にタイムスリップしたような気分が味わえます．

～会場の近くを散策してみませんか～
東北大学  山田博仁

2009年総合大会の開催地から
電子情報通信学会
2009年総合大会の開催地から

図 2　理学部自然史標本館
（理学部HPより）

図 3　るーぷる仙台
（写真提供：仙台市観光交流課）

図 4　伊達正宗公騎馬像
（写真提供：仙台市観光交流課）

図 1　八木・宇田アンテナの模型（通研HPより）



自由自在
通信ソサイエティ和文マガジン編集委員長　山尾　泰

漢字四文字の熟語というのは中国の故事に端を発す
るものが多く，その意味するところはなかなか含蓄が
深い．学生を教育する場合において説明の要所で用い
ると効果的であるし，自らを律する，または自らの
拠
よ

って立つ「座右の銘」としても大変有用であると思
う．私は子供のころから「自由」という言葉が好きで
あったが，自由を用いた四文字熟語「自由自在」となる
と，後半の二文字「自在」の意味するところが今一つよ
く分からない印象であった．歳を経て経験を積むとよ
うやく「自由」と「自在」の二つの言葉の間に存在する大
きな違いが分かるようになってきた．その意味はそれ
らが否定された状態を考えればすぐに理解できること
であるが，「自由」が多分に外的制約条件の有無に関す
る状態を表すのに対し，「自在」は自己の能力，いわば
内的要因に関する用語である．
科学技術の歴史を振り返ってみると，人類は「不

自由」すなわち自己にとっての外的な制約条件をで
きる限り少なくするための方法を追求してきたよう
に見える．例えば，我々の属するソサイエティは通
信技術を追求しているわけであるが，その英語であ
る ”Telecommunication” は ”Tele- （遠く離れた）” ＋
”Communication （意志疎通）”であり，明らかに空間
距離についての制約を克服することがその目的であっ
た．”Tele-” の付く単語で最も古くから発達したもの
は多分 ”Telescope” だと思うが，これはガリレオ・ガ
リレイの時代にさかのぼるから，人類の空間距離につ
いての制約の克服には 400 年以上の歴史があること
になる．20 世紀には通信のみならず，自動車と航空
技術を併せた大きな進歩によって，空間距離による制
約は大幅に緩和され，21 世紀の現在においては，イン
ターネットにより地球上のどこの国の情報でも即時に
入手できるようになった．この意味では通信を含む科
学技術は人類の「自由化」に大きな成功を収めた．
一方で最近，テレビ番組でジャーナリストの立花  隆

氏がたいへんショッキングな言葉で現在の日本の若者
の状況を表現しているのを聞いた．彼は，今の日本は
「第三の鎖国状態」にある，と言うのである．第一の鎖
国は江戸時代，第二の鎖国は第二次世界大戦であり，
そして現在の若者は ICT 技術に親しみインターネット
で情報収集する能力に長けているにもかかわらず，ア
クセスするホームページはほとんど日本語のホーム
ページであり，世界のホームページにアクセスしてそ

こから情報を得ることがない，と．過去の 2回の鎖
国によって日本が危機的状況に直面した直後（第 1回
目は黒船来航後の欧米列強国による植民地化の危機，
第 2回目は敗戦），日本の将来を危惧した若者はいつ
も海外に目を向け，海外の情報を鏡としてあるいはそ
れを有効な手段として日本の進むべき道を模索して作
り出してきたけれど，今の日本の若者は海外に目を向
けていない，というのである． 
現在の日本の危機が国の外からの外的要因という
より，国内のシステムやいろいろな限界，状況に基
づくものが大きいという意味では，第 1回目，第 2
回目と状況が異なるとは思う．しかしながら経済の
グローバライゼーションの影響をまともに受ける日
本にとって，国内のみの情報で今後の日本の進むべ
き道を考えるのが危険なことは明白であり，今の日
本の若者の状況を憂える立花氏の考えはよく理解で
きる．それは日本の大学に居ても，同じ研究室の海
外からの留学生と日本の学生を比較して感じること
であり，特に最近中国から来る多数の留学生の活気
に比べて，日本から海外への留学希望者が少なくなっ
たのは心配である．「自在」に到達するには，幅広い
知識を学び，自己の能力を切磋琢磨する必要がある
が，それを求めなければ与えられることはない．
私を含めて大学の教員にとって今求められるのは，
研究技術開発で人類を「自由化」していくとともに，学
生教育を通して学生の内的能力を高め「自在化」を加速
することであろう．自己の能力を絶えず向上させる姿
勢を持ち続けることが，当面の試験や就職のためだけ
でなく，その後の長い人生の様々な場面においていか
に重要か，また自己を活性化するために何をしたらよ
いかを教え，考えさせることが，「自在化」を教えるこ
とにほかならないように思う．
「自在」に関連して私が想起するもう一つの四文字熟
語は「不射之射」である（中島   敦の名人伝）．名人を目
指すことはすなわち日々の鍛錬の積み重ねであり，そ
の究極は？  という話題をこれほど分かりやすくとら
えた小説はない．若いときはお金で不自由を感じ，中
年になると時間的に不自由になり，壮年になると身体
能力の衰えを感じるのは私を含め一般的な人間の常で
はあると思うが，それでも何とか少しでも「自由自在」
に近づきたいと思う今日このごろである．



昨年 9月に関東から東海地方に引っ越しまし
た．グローバル化の時代といってもやはり地方色
はあり，いろいろな違いを楽しんでいます．最近
一番気に入ったのは紅葉の美しさです．気候の違
いなのか，土壌の違いなのか？  単に田舎に引っ
越したというだけ…ですかね． （S.U.）

「子どもに教えたい通信のしくみ」を読んでい
て，改めて自分たちの使っている便利な機械の原
理を知らないことに気が付きました．これからの
子どもたちは，携帯も ETCも Suicaも空気のよ
うに使うのでしょう．どうして動いているのか？ 

という疑問を大人が意識的にぶつけてやる必要が
あるのかもしれません．好奇心を刺激して理系を
増やしていきたいですね． （A.T.）

秋葉原以外にも，訪れてみたい場所は多くある．
刈谷の無線通信所跡地など珍しいアンテナがかか
わる各所，実物が残されている博物館など．また，
実験室に残された過去の遺物も面白い．先達の残
された実物から学ぶことは多い． （S.O.）

今年度，念願の音楽 CDを作りました．2000

年に研専の幹事を仰せつかってから幹事補佐の
Kさんと研究会や編集委員会（の夜）があるたび
に練習をしてきた曲を収録しました．たった３
曲（＋ ）ですが，満足のいく出来に仕上がったと
思っています．偶然にも今年度，通信ソサイエ
ティマガジン B-plusの CD-ROMが発売されまし
た．どちらも逸品です！ 私の CDは非売品です
が，B-plusの CD-ROMは内容満載でお値打ちで
すので，皆様，どうぞなくならないうちにお求め
下さい． （N.K.）

編集委員としての初めての仕事として，開発物
語を担当させて頂きました．今回は，「無線 LAN

の開発物語」でしたが，今回の開発物語には，世
の中に広く利用されるシステムを開発するための
ヒントが隠れているように思いました． （K.H.）

B-plus創刊以来，毎年 3月発行の春号は，フ
レッシュマン特集として，主に若手読者の方への
誌面をお届けしてきておりますが，今回お届けし
ました名誉員との対談特集は，いかがだったで
しょうか．一回り二回りどころか，三回りも世代
が違いながらも，世代を超えて共通する話題や悩
みなどもあり，興味深い内容になりました．おじ
いちゃん世代から孫世代への熱い思いを，是非味
わってみて下さい． （K.Y.）
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