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【小特集編集チーム】　庄木裕樹，朝香卓也，神尾享秀，馬杉正男，松田崇弘

我が国は世界一の長寿国になり，人口に対する高齢者の比率はますます高くなっていま

す．そして，2030 年には 65 歳以上の比率が 30%を超えるとの予想もあります．同時に

少子化・高齢化が社会に与える問題も大きくなり，社会を支える若年層の負担が増える，

医療費負担が増えるなどの問題が発生します．皆さん，その 2030 年の世界を想像したこ

とがありますでしょうか？  街のどこを見ても，つえをついた，何か病気に悩んでいる高

齢者があふれているのでしょうか？  そして，ひょっとして私や皆さんがその一人になっ

ているかもしれません．

このような状況で，医療やヘルスケアの分野の研究者・技術者は手をこまねいているわ

けではありません．最新技術を取り込み，病気の早期発見やより効果的な治療，高齢者へ

のサポートなどに応用しようと，多くの人たちが奮闘しています．情報通信技術（ICT：

Information and Communication Technology）も例外ではありません．これまで携帯電

話やインターネットなどの高速化やサービス向上のために培ってきた技術を医療やヘルス

ケアの現場にもどんどん取り込んでいこうとしています．この特集号では，その技術開発

や医療やヘルスケア分野への応用の一端について紹介します．例えば，血圧や心電図など

のバイタルデータ（生体情報）が無線ネットワークで常にチェックしてもらえるのでどこ

に行っても安心なシステム，普段の生活をしながら体に負担なく胃腸の検査ができるカプ

セル内視鏡，手術が必要になっても高精度な画像でモニタしながら施術できる信頼できる

手術用ロボットシステムなどを始め，ICT 技術は様々に広く利用されるでしょう．また，

もし体が不自由になったり記憶力が多少低下しても，アシストロボットのサポートでどこ

へでも行って普通に活動できるでしょう．

さあ，皆さん，2030 年の世界を今度はどのように想像しますか？  きっと，ICT 技術を

活用することにより，我が国は世界で一番健康で，高齢者は世界一元気な国になっている

でしょう．このようなことを期待しながら，この特集号の解説や解説論文を読んで頂けれ

ばと思います．そして，特に若い方の中で，このような分野の研究開発に飛び込んで，将

来の社会に貢献していこうという方が少しでも増えてくれれば大変うれしいと思います．

小特集の発行にあたって
編集チームリーダ　庄木裕樹

通信技術で医療の世界が変わる
～ICT技術で，世界一健康で，世界一お年寄りが元気な国へ～
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という一種の物差しで例えます．すると，時間とは時間軸の
目盛りと目盛りとの間隔，時刻とは時間軸に刻んである目盛
りそのものの値になります．
時間や時刻は，もともと地球の自転を基に決められていま
した．単純に言うと，太陽が真南に来たら 12時，翌日太陽
が真南に来るまでの時間を 1日＝ 86,400秒として，1秒の長
さを決めていました．しかし，精密に観測すると地球の自転
は安定していないことが分かりました．そこで，より精度良
く 1秒の長さを決めることができるものとして，1967年に
セシウム原子の振動数を利用することが国際的に定義されま
した．
更に，時刻については 1958年 1月 1日 0時のそれまでの
天文による時刻（世界時）を原点として，原子の振動数を
基にした国際原子時が開始されました．この国際原子時に
1秒単位で時間をずらし，世界時との差が 0.9秒以上になら
ないように「うるう秒」によって調整した時刻が協定世界時
（Coordinated Universal Time： UTC）です． UTCは現在の世界
の時刻の基準として使われています． 
先ほどのしくみの時計で正確な時間を得るためには，非常
に正確な振動を発生させる必要があります．例えば 10万分の
1の誤差がある振動子を用いた場合，10万秒で 1 秒の狂いが
生じる，すなわち，1日が 86,400秒ですから，1日と 3時間
46分 40秒で 1秒の狂いが生じる時計ということになります．
つまり，どんなに精度が高い時計を用いても誤差が 0でない
限り時間が経てば狂いが生じます．このことから時計に正確
な時刻を表示させるためには，まず基準となる時刻に合わせ，
その後も定期的に時刻合わせを行う必要があることが分かり
ます．先ほどの 10万分の 1の誤差がある振動子を用いた時計
の場合，1日に 1回時刻を合わせることで誤差 1秒以下の正確
な時刻を表示する時計となります．

電波時計とは？

それでは電波時計はどのようなしくみで動いているのでしょう
か？  電波時計といっても常に電波を受信して動いているわけで
はありません．基本は通常の時計と同じで内部の振動子の振動
を基に動いています．そして毎日，定期的に標準電波を受信して
時刻合わせを行っています．前節で説明したように，正確な時刻
を表示するためには，時計の精度に合わせて定期的に時刻合わ
せをする必要がありますが，電波時計は，定期的な時刻合わせ
を標準電波で自動的に行います．標準電波は，タイムコードと呼
ばれるコードを1秒に 1パルスの割合で送信し，図 2に示すよう
に 1分かけてすべての情報を送出します．そして各パルスの立上
りが正確な秒の時刻になります．

ま え が き

いつでも正確な時刻を表示できるといわれている電波時
計．でも「あれ，うちの時計は電波時計なのに時刻がずれて
いる．」といった経験はありませんか．そもそも電波時計は
どうして正確な時刻を表示できるのでしょうか？
今回は，電波時計が動くしくみと正確な時刻を表示できる
しくみを解き明かし，電波時計の正しい使い方について学ん
でいきましょう．

時計が動くしくみ

電波時計のしくみの前に，まず時計がどのようにして時刻
を表示することができるのか考えてみましょう．時計が正確
な時間を刻む大本にあるのは正確な振動を発生する部分で
す．例えば，壁掛け時計の振り子，機械式時計のテンプ，ま
たクォーツ時計では水晶振動子がこの正確な振動を生み出す
元になっています．
最初に振動を発生する部分で n回の振動で 1秒になるように
振動の周期を調整します．次にこの振動の回数を積算して時間
に変換，例えば 63n回振動したなら1分 3秒というように変換
することで時・分・秒を表示することが可能になります．この
振動から秒（s）や分（min）を作るしくみを図 1に示します．

このことから，正確な時刻を示すためにはまずは正確な振動
を発生させて正確な時間を作り出すことが重要だということが
分かります．そしてその正確な振動数の積算から変換された時・
分・秒を表示することが時計の原理となります．

時間と時刻

次に時間と時刻について考えます．時間と時刻については
いろいろな定義がありますが，ここでの考え方として時間軸

時計の振動 時間軸（s） 時間軸（s）

n回振動で 1秒 60 秒で 1分

図 1　時計が時間を作るしくみ

電波時計のしくみ
独立行政法人情報通信研究機構  岩間　司

                                                        Tsukasa Iwama
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電波時計とは，標準電波を受信して受信したタイムコード
で日時や曜日などを設定し，パルスの立上りを利用して正確
な秒を設定することにより自動的に時刻を合わせることがで
きる時計です．時刻合わせはそれぞれの時計の時刻がずれな
いようなタイミングで行われます．このため，電波時計はい
つでも正確な時刻を表示することができます．
このことから「時刻がずれる電波時計」の理由も見えてきます．
時刻がずれるということは，時計が正常ならば標準電波の時刻
がずれているか，標準電波が受信できていないということなの
です．それでは，標準電波は本当に正しいのか，どうしたら標
準電波を受信しやすくなるかについて考えてみます．

日本標準時と標準電波

標準電波の大本は，日本標準時です．日本標準時は東京
都小金井市にある独立行政法人情報通信研究機構（NICT：
National Institute of Information and Communications Technology）
から供給されている標準時で，NICTが生成・維持・供給す
る協定世界時 UTC（NICT）を 9時間進めた時刻です．日本
標準時は， 24時間以下の短期間の周波数安定度に優れた水素
メーザと呼ばれる原子時計 4台から作られた周波数を，24時
間超の長期間の周波数安定度に優れたセシウム原子時計 18台
を用いて調整して生成しています．また UTC（NICT）は国際

時刻比較ネットワークを通じてフランスにある国際度量衡
局へ送られます．国際度量衡局では，世界中の時刻標準機
関で同様に生成された時刻データを集め UTCの決定を行っ
ています．すなわち，日本標準時は世界の時刻の標準であ
る UTC決定の一翼を担っているわけです．また決定された
UTCと UTC（NICT）との差は NICTにフィードバックされ，
NICTではこの差が± 10ナノ秒（1ナノ秒は 10億分の 1秒）
以上にならないように UTC（NICT）を維持・管理しています．
標準電波は，この日本標準時に同期して図 3に示す福島県
にある「おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県
の県境にある「はがね山標準電波送信所」から送信されてい
ます．日本標準時と標準電波との同期は厳密に管理され，24
時間体制で監視されています．このことから電波時計の時刻
のずれは標準電波が受信できないことに原因がありそうです．

標準電波の性質

標準電波は図 3にあるように，送信周波数 40 kHzまたは
60 kHzといういわゆる長波帯に分類される電波を使用してい
ます．長波帯の電波の性質から，地表での伝搬は安定してい
ますが，金属を含む人工物による遮蔽の影響を受けやすく鉄
筋のビル内や地下街など，電波を遮蔽する建物内では受信が
困難です．またこの周波数帯は人工的な雑音も多く，テレビ，
エアコン，蛍光灯などのインバータ，パソコンなど雑音発生
源が多岐にわたります．ここで注意しなければならないのは
一見何もないような壁面においても壁の内側の電灯線から雑
音が出ている場合があります．電波時計の時刻がずれる場合
の多くはこのような雑音の影響によるものなのです． 

む　す　び

今回は，電波時計のしくみと正確な時刻が表示できるわけ
について説明してきました．電波時計とは，標準電波を受信
することで自動的に時刻合わせを行う機能を持つ時計のこと
です．また標準電波は日本標準時に同期しており，地表での
伝搬は安定していますが，鉄筋のビルなどによる遮蔽や人工
的な雑音の影響を受けやすい性質を持っています．このため，
電波時計の時刻が狂う場合は，電波がうまく受信できていな
いときです．この場合はいろいろと受信位置を変えて正しく
受信できる場所を探す必要があります．
最近では太陽電池を組み込んだ時計も出てきており，電波
時計と組み合わせることで日常生活の中で自動的に時刻合わ
せと充電を行うことができる非常に便利な時計も多く販売さ
れています．

 参　考
時計のしくみについては
　・社団法人日本時計協会， http://www.jcwa.or.jp/ など
標準電波については
　・ 日本標準時グループ，独立行政法人情報通信研究機構， 

http://jjy.nict.go.jp/
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企画

ストックホルム滞在記

第 4回
（最終回）

 1. ま え が き

スウェーデン・王立工科大学での在外研究は 2009年 3月まで
でしたので，帰国後ほぼ 2年経過したところです．2010年 9月の
国際会議で，受け入れて頂いていた Jens Zander教授や研究者ら
5名と初めて再会しました．また，2010年 11月に王立工科大学を
訪問し，帰国後に続けた研究結果を報告し，今後の研究計画に関
してディスカッションを行いました．それらの場で最も感じたことは，
日本でない環境に身をおき，身をもって様々なことを感じる状況に
あったという感覚自体を，既に忘れていたことでした． 

留学前は，日本と違うことを体験し，特に欧米の方が優れてい
ると思われることを学び，日本での生活にどんどん取り入れていけ
ばよいと思っていました．しかし，その違いが生まれる理由を考え
ると，国ごとに固有でほぼ不変の歴史的な事柄，宗教的な事柄に
行き着いてしまうことがあり，容易に導入することはできないと考え
るようになりました．それでも，留学の体験を生かす方法がないは
ずはありません．
連載最終回の今回は，日本と比べて欧米の方が一見優れている

と捉えられることが多いと思われる「ディスカッション」と「学生に
対する給与」を取り上げ，その違いが生まれる根源的な理由を考え
るとともに，それらの違いを認識した上でどのように行動すればよ
いと現在私が考えているかを述べさせて頂きたいと思います．

 2. 言語の根源的な違い

研究を行っていてまず感じたのが，「ディスカッション」という言
葉が示すものが，それまで自分が思っていたものと随分違うものだ
ということでした．例えば，「どうすれば研究室のアウトプットを高
められるか」というようなディスカッションが，グループワークの形
で行われた場でのことです．印象に残ったのは「学生の数に対して
教員が少なく，指導が行き届いていると思えない．教員の代わりに
研究指導ができる優秀なポスドクを雇うべきだ」と，教授の目の前
で発言した学生の意見でした．ただ，批判というよりは意見であっ
たと思います．このような意見を日本で学生が口にするのは教授に
対する批判として捉えられる可能性が高いため，思っていたとして
も伝えるのは一般には難しいのではないかと思います．もちろん，
他の人も一緒の場で上司の批判はやめておいたほうが良いというこ
とは，海外のビジネス書にもよく書いてありますので，海外では何
でも言ってもよいというのは，見当違いでしょう．
英語でいうディスカッションを，それが使われる背景も含めて日

本語に訳せば，「フラットな立場を前提とした議論」ということでは
ないかと思います．欧米流のフラットな組織が前提にあるからこそ，
自由な議論であるディスカッションが可能になっているということで

す．日本では，それが良いか悪いかという議論は別として，文化と
して上下関係が存在します．すると「フラットな立場を前提とした議
論」など不可能です．不可能なものですから，概念を想像すること
自体困難なはずです．日本でもディスカッションという言葉はよく使
いますが，フラットな組織というものを体感せずに，ディスカッショ
ンという言葉を知ったつもりになっていたことにがく然としました．
この経験を，日本に長く住む海外出身の方に話したところ「確かに
英語でいうディスカッションは日本にはまずないね」ということで意
見が一致しました．
そもそも，日本語では人の呼称自体に上下関係があります．宮崎

駿監督の映画『となりのトトロ』で，姉のサツキと妹のメイのやり取
りで，「メイ！」「おねえちゃん！」と呼び合うシーンの英語版字幕は
「Mai!」「Satsuki!」です（Satsukiの代わりに Sis.も使っています．
なお，メイは英語版では MeiでなくMaiです）．姉妹の間ですら
無意識に上下関係を大前提とした呼び方をするわけです．姉妹間
でフラットな立場で議論しましょうと言っても，相手をフラットな立
場で呼ぶことすら困難です．この人の呼称に関する議論は［1］に詳
しく書かれており，［1］のタイトルどおり言葉と文化というのは切っ
ても切れない関係があるわけです．
さて，日本で英語の意味でのディスカッションを行いたい場合に

はどうしたらよいのでしょうか．これは，フラットな立場の人を集め
て議論する，すなわち，同世代の人との間で議論すればよいのだと
思います．逆にいうと，世代の違う人と英語の意味でのディスカッショ
ンをしようなどと，あまり考えないほうがよいのではないでしょうか．
また，ディスカッションの場などを含め，海外に行ったときに必

要なのは，心理学でいう「メンタルブロック」を外すことだと思います．
［2］を引用しますと，

『 ほとんどの日本人は，中学から大学までの授業や受験勉強を通
して，「間違えてはいけない」という強烈なプレッシャーをかけ
られています．（中略）「間違えてはいけない」というのは，学生
時代に刷り込まれた受験のルールであり，実際のビジネスパーソ
ンのルールではないと認識しましょう．（中略）こういった否定的
な思い込みを，「メンタルブロック」といいます．英語を話すため
には，英語に関して自分にはどのようなメンタルブロックがかかっ
ているか知り，それを一つ一つ，解いていかなくてはなりません．』

ということです．ディスカッションにおいては，目上には敬語を使わ
ないといけないなどというメンタルブロックは外すことです．

 3. 宗教などに起因する価値観の根源的な違い

第 2回（no. 15, pp. 72-73）で，大学院生は給料を得ていると
書きました．良いシステムではないか，日本にも導入したら良いで
はないか，と一度は考える方も多いのではないでしょうか．日本に



若者よ！世界にでよう！～ストックホルム滞在記～〔第 4回〕～留学経験を生かすには～ 7

Report

も学術振興会特別研究員制度や国費外国人留学生制度はあります
が，受給期間が前もって決まっていることや，途中のチェックがほ
ぼないことなど，大きな違いがあります．
さて，大学院生に給料を与えるやり方と与えないやり方のどちら

が本来あるべき姿なのでしょうか．給料を与えることのデメリットが
ないわけではありません．給料があると学問をしたいというよりは
給料が得られるという理由でレベルの低い人が大学院に流れ込み，
学問の質が落ちてしまうかもしれません．対価に見合った成果を短
期的に出せない人は淘汰されるかもしれませんが，その人に対する
セーフティネットはあるでしょうか．研究室のファンドがなくなり給
料が払えなくなると，大学院生でもクビになります．心理学的にい
えば，対価を支払うと長期的にはモチベーションが下がるという説
［3］もあります．そもそもそのための財源がどこかに必要です．
そして，どうやら労働（ワーク）というものは原罪に対する罰で

あるというキリスト教などを起源とする価値観［4］の下では，給料
は払った方が良いから払っているというより，払わなければならな
いから払っているだけに思えてきました．また，私は働かないと罪
悪感を感じる至って平凡な日本人ですが，どうやら欧米の人たちは
逆に休まないと罪悪感を感じるのではないかと思えてきました．「旧
約聖書」の十戒には（意訳ですが）「お休みする日を守りなさい」と
書いてあります．一方の日本では明確な根拠がよく分からないので
すが，「日本書紀」の中の十七条憲法には役人に限った話ではあり
ますが「朝から晩まで働きなさい」と書いてあります．その昔から
そうだとしたら，考え方はなかなか変わらないのではないかと思い
ます．最近，ワーク・ライフ・バランスという言葉がはやっていますが，
これもワークが罪と感じるかどうかで考え方が変わってくるでしょ
う．そもそも，ワークとライフの二元論が成立するからワーク・ライフ・
バランスという言葉が成立するわけですが，ワークが罪でない人に
は，この二元論は成立しない可能性があると思います．
結局のところ，現時点で私が支持している考え方は「残業しない

ということと，残業するということは，どちらも人が成長するために
は，必要なステップである．大切なのは，今の自分にどちらが必
要なのか見極めて実行することだ．」［5］というようなことです．何
が何でも給与を与えるとか与えないとかいうことではなく，組織の
発展にメリットが大きければ，給料を与えて学生を集めるという戦
略を使えばよいということではないでしょうか．
また，日本では教員という立場でなくとも大学院生のうちから，

最終的な責任を負っていないにしろ後輩の指導を行うことが多い
でしょう．となると，ある程度は周りに気を遣いながら研究を進め
ることになります．このような環境では，自分を追い込んで研究に
のめり込みすぎ後輩の世話の手を抜くと，研究室全体としてのパ
フォーマンスは下がってしまうように感じています．その点，特に客
員研究員という立場ですとそのような関係もなくなりますから，自分

を追い込んで研究に取り組むには最適だと思います．
ついでにいうと，宗教的なことに対する行動様式についても，

海外経験を経て初めて自信がついてきた気がします．私は［6］で
いう「無宗教」の立場の人間です．「無宗教」と言いつつも，お墓
参りに行けばお墓に水をかけて掃除し，友人の結婚式でも忌み言
葉を意識して挨拶し，子供にはクリスマスプレゼントを用意した方
が良いと感じる日本的常識（？）をわきまえた人間です．とはいえ，
何となく宗教に対する態度が破綻しているようで，この行動様式に
自信があまりありませんでした．そう感じていた原因は，これも言
語の根源的な違いにつながりますが，そもそも宗教という言葉自体
が英語の religionの訳語にすぎず，明治になるまで日本になかっ
た概念である［6］ことのように思います．すなわち，日本において
宗教を考えるというのは，自分が知りもしない欧米の枠組みを通し
て日本を見ていることに相当するわけです．私の行動様式・価値観
は，宗教という言葉が日本語に入る前から日本人が取ってきた伝統
的行動様式・価値観と本質的に変わりなく，欧米における宗教とい
う概念と違うだけであり，だからといって恥じたりする必要は全くな
いという認識に至っている次第です．

 4. む　す　び

海外では日本に必要なメンタルブロックを外さないとうまくいかな
いことが多々あると思います．日本に帰ってきたときに逆カルチャー
ショックを覚えましたが，それは海外に順応して，日本に必要なメ
ンタルブロックを外しっぱなしで帰ってきたためだと思います．
もちろん，スウェーデンに必要なメンタルブロックもあります．酒

に酔っぱらって醜態をさらしたり，窓際に洗濯物を干したりできま
せん．この反作用として，スウェーデン人は別の国に行ったときに，
お酒で羽目を外しすぎるという評判もあるようです．
このように海外経験を通してメンタルブロックを認識し，意識して

外したり付けられるようになれば，世の中を生き抜くための社会的
適応能力も上がるでしょう．メンタルブロックといっても，私は否定
的には捉えていません．自分の幼い娘には「ご飯を残してはならな
い」というメンタルブロックをきちんと植え付けようと試みています．
失敗する日が多い毎日ですが．

 文　献
［1］ 鈴木孝夫，ことばと文化， 岩波新書， 1973.

［2］ 本田直之，レバレッジ英語勉強法， 朝日新聞出版， 2008.

［3］ 市川伸一，学ぶ意欲の心理学， PHP新書， 2001.

［4］ 島田裕巳，金融恐慌とユダヤ・キリスト教， 文春新書， 2009.

［5］ 安田佳生，下を向いて生きよう， サンマーク出版， 2007.

［6］  島田裕巳，無宗教こそ日本人の宗教である， 角川 oneテーマ 21， 
      2009.

2010 年 11 月末に王立工科大学を再訪問． 王宮付近．これで午後 4時前．雪は綺麗な結晶のまま．国際会議で Jens Zander 教授らと再会．



解　説

無線通信により実現される安心・安全な
未来医療・ヘルスケア社会
浜口　清　Kiyoshi Hamaguchi　独立行政法人情報通信研究機構

1.  ま え が き

2009年度版の厚生労働白書によれば，1990年代より生
産年齢人口（15～ 64歳）の割合は減り続け，2055年の推
定値は約 51 %となる．出生率が下がり続ける一方，高齢
化率（65歳以上の人口割合）は約 40%に至る．国民医療
費状況（厚生労働省）［1］では，2007年度の国民医療費は
34兆 1,360億円であり，前年度に比べ 1兆 84億円（3％）
増加した計算となる．実に国民医療費の国民所得に対す
る比率は，9.11％（前年度は 8.87％）であり，高齢化傾向
が顕著である中で，健康を維持するための費用負担が過
大となっている現状を誰もが認識する必要があるだろう．
医療・福祉は基本的に人的リソースに頼る分野である
ことから労働集約が難しく，医療・福祉従事者のロード
ワークを軽減するための機械化やハイテク化は進みにく
いとされてきた．しかし，最近よく聞くいわゆる遠隔診
療では，例えば専門医不在の過疎地域における診療行為
を通信システムの助けを借りて遠方の医師が行っており
［2］，今後，医療分野への通信技術の利活用は，過疎化
とあいまってますます進むだろうと予想される．
通信を利用した未来医療のイメージの一例として，医
療福祉ロボットが挙げられる．手術支援，リハビリテー
ション支援，介護，セラピーロボットなど多種多様なロ
ボットが提案され，一部は既に実用化されている．遠隔
操作による手術支援ロボット［3］は，海外での普及数に
比べて国内の導入例は極めて少ないが，3D映像による
立体視，アームの 7方向の自由度，アーム操作のスケー
リングによる微細な動きの実現などの特長を持って遠隔
操作でロボットアームを操作できる．高度な外科手術を
受けたいが専門医が身近にいない場合など，手術支援ロ
ボットは有効な手段になろう．
更に，現在実用化されている介護支援ロボット［4］で

は，ロボットスーツを人が装着して，体を動かすときに

発生する微弱な生体電位信号をセンサが検知してモー
タを動かし手足の動きをサポートできるものがあり，介
護施設等での導入例がある．現在は無線 LAN（Local 

Area Network）を経由してネットワークに接続された PC

（Personal Computer）により設定等の操作を行っているが，
装着者の動きの状況やセンサからの生体情報を利用して，
遠方にある家族の“見守り”や周囲の家電操作に活用する
など，ネットワーク接続による応用は広いと考えられる．
本文では，安心安全な未来医療・ヘルスケア社会の実現
のため，無線通信の利活用として最近特に注目されている無
線 BAN（Body Area Network）技術を中心に，総務省の電
波政策懇談会報告書［5］やブロードバンドワイヤレスフォーラ
ムで議論されている内容，IEEE標準化動向を概観したい．

2.  ユビキタス医療 ･ヘルスケアネットワーク

コンピュータの発達により大容量のデータ通信が可能
となり，情報通信ネットワークが整備されたことで，診断
データや電子カルテのような医療情報をネットワークで
扱うことの有効性が示されている．例えば，通院が容易で
ない患者に対して，遠隔診療により在宅で医師とテレビを
通じて対話ができ，体の状態や医療機器の状況を医療機関
へ伝送するシステムは実用化されつつあり，これら情報
通信ネットワークが自宅と医療機関を常に結んでいれば，
病状が急変した場合でもすぐに適切な指示を受けること
ができ，安心して自宅で療養できるし，通院の必要も少な
くなる［6］．すなわち，情報通信ネットワークは，患者・
医療従事者の双方の負担を軽くすることができる．
移動通信端末を利用した近未来の医療・ヘルスケアの

イメージの具体例としては，PCや携帯電話，生体セン
サ等と ICT技術との連携により，個人の健康データを収
集したり，ヘルスケア情報を地域に提供したり，患者の
診断を行ったりする応用が考えられる．その例は表 1の
とおりである（一部は既に実現している）［7］．

8 ©電子情報通信学会 2011 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011
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ここで，ネットワークによるデータ連携は重要なポ
イントとなる．電子カルテと日々の生体情報が関連付け
られ，ホストコンピュータに情報が蓄積されることによ
り，各病院で情報データベースにアクセスできる環境が
整えば，病歴や診断の結果，治療の経緯，検査結果，長
期的な健康状態の変化などの全てが容易に把握でき，患
者・医療従事者の双方にとっての利便性が増す．データ
ベース化により，疾病の発症と身体上の予兆との因果関
係を明らかにする統計量の抽出も容易となる．
こうしたシステムの実現には，いつどこにいても通信
により生体情報を伝送できる（ユビキタス）ネットワーク
［8］が必要である．図 1は，このユビキタス医療 ･ヘル
スケアネットワークの将来イメージの例である．この図
では，①身体上に複数ある生体センサからの情報が，無
線により同じく身体上にあるコーディネータと呼ばれる
機器に一旦伝送 ･収集され，②携帯電話等を通してイン
ターネット網に接続される．③データから健康状態を

チェックして，異常があると認められた場合，④医療機
関や，いわゆる“健康見守りセンタ”に連絡され，⑤医師
や健康アドバイザによる診断・判断が行われ（必要によ
り電子カルテが参照され），その結果，⑥携帯電話を利用
したボイスによるユーザ宛への問合せや，家族への連絡，
警備会社への自動通報などの様々な形態で，ユーザ側に
とって有益なフィードバックがなされる．

3.  無線ボディエリアネットワーク

無線 BANは，体表面（ウェアラブル）及び体内（イン
プラント）に配置された無線センサによって作られる
センサネットワークの一種と定義できる．無線 BANで
は，体を取り巻くようにして無線ネットワークが作られ
る．2.では，身体上に複数ある生体センサとコーディ
ネータからなる無線機器がこれに相当する．
同種システムは，いわゆる無線センサネットワーク

を人体中心に利用するという意味から，海外では Body-

Centric Communications ［9］ として知られているが，
2006年 11月に，IEEE802.15（WPANs）委員会内に SG6

（Body Area Networks，現在は IEEE802.15.TG6）が設置
されて以来，急速に BANの呼称が認知されてきた．
既に完成された短距離無線技術では，Bluetoothや

Zigbee等が知られているが，医療通信用途を意識し
た無線 BANに必ずしも最適化されているとはいえ
ず，現在，IEEE802.15.TG6で無線 BANに特化した物
理層 /MAC層のデファクト標準化が進行中である．人
体を通信媒体と捉えれば人体通信（HBC: Human-Body 

Communication）も考えられることから，TG6では HBC

も標準化の対象となっている．
無線 BANのような近距離向け通信規格では，無線通
信の到達域そのものが限定された領域に留まるため，遠
隔地に情報を伝送しようとした場合は，無線 BANから
外部のネットワークまで，携帯電話，無線 LANのアクセ
スポイント等を経由して通信回線を形成することになる．

BANを用いた医療分野における利活用の例には，無線
BANが携帯電話など既存無線インフラストラクチャを通し
て外部ネットワークに接続され，心電，脈波，動脈血酸素
飽和度，体温といった生体情報を医療･ヘルスケア等の情
報として利用することが考えられる．例えば，加速度センサ
を用いて体の各部位の運動量をセンシングすることにより，
遠隔地にいる理学療法士が外傷後の機能回復状態を確認

表 1　移動通信端末を利用した近未来の医療・ヘルスケアのイメージ

アプリケーション 具体例

ショートメール
メッセージによる
コンサルタント

･電子メールによるリアルタイムでの医療情
報の交換
･ 通信端末で偽薬のチェック

遠隔ラーニング
･ 携帯電話や PCなどで医療情報を入手
･ 病院提供素材によるビデオ学習

携帯ホスピタル スマートフォンを使った視力や聴力検査

トラッキング 
･ 病院内で患者の識別に利用
･ 医薬品配達のトラッキングを通信端末で確認

遠隔診断
遠隔地にいる医師を受診（スマートフォン
による心拍音モニタリング等）

自己健康診断 
皮膚がんの自己チェックや，せきの音をス
マートフォンに録音して健康診断

健康情報のチェック 
･  地域での病気の広がりの動向チェック
･ 自分の血糖値をトラッキング

運動・栄養状況の
チェック

歩数や体重の記録や食事の栄養度のチェック

健康状態を維持す
るためのゲーム

運動量や服薬遵守，血糖値などを競うゲー
ムで健康維持

異常検知 心拍数急上昇!?

データから
健康状態を
チェック

1

6

5

4

22

2

3

1

1

インターネット網

家庭

公共通信網 セルラ

医療機関/
見守りセンタ

院内
LAN

ユーザ

インターネット網

無線LAN

家庭

公共通信網 セルラ

集計した
データを
送信

センサから
生体データを受信

フィードバック

医師/アドバイザ
による診断

医療機関/
見守りセンタ

院内
LAN

ユーザ

倒れた !?

無線LAN

図 1　ユビキタス医療 ･ヘルスケアネットワークの将来イメージ
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できる他，高齢者の転倒事故をいち早く検知し救急活動を
行うことも可能となる．入院患者が生体情報センサを複数
装着しても，ケーブルレスであることから患者への負荷や行
動の制約が大幅に軽減できることが期待される．
インプラント（体内）の無線 BANを用いた応用では，

糖尿病の患者に対して，体内植込形血糖値センサとウェ
アラブル形インシュリンポンプで BANを構築し，体内
センサの情報からインシュリン注入量を制御する応用が
考えられる［10］．体内センサの情報は健康見守りセン
タにも送信され，健康管理に利用される．
小腸等の消化器官の異常を見つけるために開発されたカプ

セル内視鏡は，カプセル形の小形きょう体の中にカメラや信
号処理回路，無線ユニット等が内蔵されたもので，既に実用
化されているが，次世代カプセル内視鏡への要求として，体
内端末から伝送される画像の高品質化への期待があり，画
像フレーム数及び解像度の向上が望まれている．将来，より
多くの情報量の取得を目指して，複数の撮像センサを持つ複
眼形のカプセル内視鏡が実現するかもしれない［11］．
無線 BANネットワークに，こうしたインプラント形
センサデバイスが接続されれば，体内外の多様な情報が得
られることになり，より正確な診断に利用できるだろう．

4.  無線ボディエリアネットワークの技術課題

様々な応用先を持つ無線 BAN技術だが，その技術の
確立には多くの課題がある．例えば，無線リンク品質を
推測するための電波伝搬モデルの構築が必要である．図
2に情報通信研究機構（NICT）で実施した電波伝搬特性
測定の様子を示す．体の裏表にセンサ端末がある場合，
1 GHz以下の電波を利用した BANは回折によって通信
が途絶えにくい利点のあることが分かったが，一般に
1 GHz以下の周波数は既に様々な無線利用システムの利
用でひっ迫しており，他システムからの干渉信号を許容
しながら利用することになる（場合によっては，通信速度
の低下を許しても干渉回避技術の導入が必要になるだろ
う）．一方，高周波数帯では，より通信速度が速く多目的
に利用できる 2.4 GHzの ISM（Industry Science Medical）
帯や UWB（Ultra Wide Band）用途の無線周波数帯がある．
周波数の高さによる電波伝搬上の減衰のため，遠方から
の干渉信号は比較的受けにくい．すなわち，無線 BANで
利用する無線周波数は，アプリケーション（この場合は通
信速度）を条件に電波伝搬特性の特徴を考慮して決定する

必要がある．電波伝搬特性はシステム設計に重要である
ものの，これまで体周りの電波伝搬モデルは網羅的に検
討された例が見当たらず，特に人が動く場合の動的モデ
ルの解析は検討例が少ないため，NICT他でモデル化に
取り組んでいる［12］，［13］．一方，インプラントの無線
BANでは，体内組織の電気定数を与えた数値人体モデル
［14］による計算機解析を行っており，周波数が低いほど
電波伝搬の減衰量が小さいことが分かっている［15］．
この他にも，BAN端末から放射される電磁波の体及
び医療機器へ与える影響の検討，無線リンク品質を向上
させる変復調及びメディアアクセス制御技術や，低消費
電力で個人情報（すなわち生体情報）を安心して伝送す
るための暗号化技術などが必要となるだろう．

5.  電波新産業創出戦略とブロードバンド
ワイヤレスフォーラム

2009年 7月に総務省電波政策懇談会より電波新産業創
出戦略（電波政策懇談会報告書）が公開された．この報告
書によれば，電波利用の更なる進展により，少子高齢化，新
産業創出，地域活性化，環境問題への対応等の様 な々社会
問題の解決が期待され，更に新たな付加価値が生み出され
て日本の経済成長のけん引役としての役割が望まれている．
電波の未来を創る五つの電波新産業創出プロジェク

トには，ブロードバンドワイヤレス，安心・安全ワイ
ヤレス，家庭内ワイヤレス，インテリジェント端末プロ
ジェクトに加えて，医療・少子高齢化対応プロジェクト
があり，無線 BANによる生体情報の管理がアプリケー
ションの一つとして注目されている．
電波新産業創出戦略を受けて，無線通信技術を用いた

新システムやサービスの早期実用化や国際展開を図るた
め，無線通信技術に関する研究開発や調査，情報の収集，
関係機関との連絡調整，普及啓発活動等を行い，新たな
電波利用システムやサービスの発展に寄与することを目

図 2　人体周辺での電波伝搬特性モデル化に向けた測定の様子
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的として，2009年 7月に 120社以上の参加によりブロー
ドバンドワイヤレスフォーラムが結成された．
このフォーラムでは，2010年度，プロジェクト推進

分科会の中に医療・少子高齢化対応プロジェクトのワー
キンググループが結成され，医療少子高齢化社会におい
て新産業分野の核となり得る無線 BANの研究開発動向
などについて検討が実施された．
このワーキンググループで議論された無線 BANの市

場普及のイメージは以下のとおりである．医師法の基本
的な考え方では，診療は医師と患者が直接対面して行わ
れることが基本であり，遠隔診療はあくまで直接の対面
診療を補完するものとして行うべきものとされている．
現在許容されている遠隔医療は，慢性疾患，対面診療が
困難な離島にある患者に限るなど，ある限定された条件
で許される特別な事例［16］であることから，早期の産業
育成のため，無線 BANを医療機器として普及させる前段
階として，“ヘルスケアシステム”での応用，あるいはゲー
ム機等に組み込んで使用される“アミューズメント”応用
へ展開していく可能性が検討された．ここでアミューズ
メント応用とは，例えば加速度センサが組み込まれた複
数の無線 BANを人体の各所に装着して，スポーツゲーム
の入力機器に用いるような利用法であり，プレイヤの複
雑な動きを簡単にゲームに反映させることができる．
図 3に医療・少子高齢化対応プロジェクトで議論された

普及シナリオの例を示す．初期段階では，市場規模が大きな
エンターテイメント利用を主眼とする商品に期待するところが
大きい．この後，サービスプラットホームに接続せず，個人に
限った利用形態であるヘルスケア（個人型）利用が成される．
ヘルスケア（個人型）は，ヘルスケア（プラットホーム（PF）型）
や遠隔医療無線 BANよりも初期導入が容易であることから
市場占有力は強いと考えられる．次に，プラットホームの整
備が成された段階で，プラットホーム上で機能するヘルスケア

（PF型）が普及すると予測している．ここでプラットホーム型
とは，ネットワークインフラストラクチャに接続して利用する無
線 BAN機器や関連するソフトウェアなどを包括的に示すも
ので，図 1ではシステム全体を指す．無線 BANがネットワー
クインフラストラクチャに接続されず，個人の PCでデータ管
理する等の閉じられた利用形態を個人型と呼ぶ．
一方，海外に目を向けると，米国では無線 BANの医療

用途での利用が最優先で検討されている．各国の事情によ
り普及シナリオは異なるが，研究開発については医療用途
のシステムに限定するのではなく，市場規模の観点からエン
ターテイメントやヘルスケア，福祉市場への適用についても
目を向けるべきであり，アプリケーション間での相互的な戦
略を持った技術展開を行うことが必要である．

6.  IEEE802.15.6標準化動向

医療・ヘルスケア関連では，デジュール標準化団体と
しての ISO/TC215 （Health Informaticsとして，データ構
造，データ変換，用語，セキュリティ，デバイス等を取
り扱う）や，デファクト標準である IEEE11073（Medical/

Health Device Communication）等の団体で，異なる独立し
たシステム間で保険医療情報通信等を行う際，互換性・相
互運用性を確保するために必要な標準が策定されている．
国際的な無線通信規格（PHY層及びMAC層が対象）

のデファクト標準を先導する米国 IEEE802委員会では
IEEE802.15.6無線 BAN部会が組織化されており，2011

年 2月現在，標準化文書案の第 2版（D02）が発行され
ている．現在の進捗状況では，標準化文書が確定するの
は 2011年度内の見込みである．なお，IEEE802.15.6で
示されている要求条件は表 2のとおりである［17］．
特に，無線 BANを構成するノード間の伝送速度は，

使用するセンサの種別や無線技術（誤り訂正強度等）に依
存するものの，生体情報の伝送に限れば，高速なデータ
通信というよりはむしろ，数百 kbit/s程度までの低速な
データ伝送で十分であるが，複数のセンサ情報を同時に
伝送する場合や，アミューズメント等での利用法まで拡
張した場合，10 Mbit/s程度の伝送速度が必要とされた．
図 4に IEEE802.15.6で議論されている BAN用周
波数帯を示す．同図で黄色の部分は，特に国際的に共
通して周波数割当てされることの多い周波数帯であ
り，402～ 405 MHz帯は体内植込形医療用途として，
2.4～ 2.5 GHz帯は多目的用途の ISM（Industry Science 

個人型……個人で閉じた利用の形態
PF 型   ……ネットワーク等を介してサービス
　　　　　プラットホームと接続利用する形態

2011 2015

エンターテイメント

ヘルスケア
（個人型） 医療用途ヘルスケア

（PF 型）

実現年

利
用
ユ
ー
ザ
数

2020

図 3　普及シナリオ
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Medical）帯として利用されている．各国の規制に従っ
てこれら周波数の利用が想定されており，HBCや狭帯
域変調による物理層，2.4 GHz-ISM帯の利用，広帯域な
UWB（Ultra Wide Band）の利用が特徴となっている．

7.  む　す　び

本文では，生体センシングを行う無線ボディエリアネット
ワークを中心に，その概念，日本の電波新産業創出戦略，
ブロードバンドワイヤレスフォーラムでの無線 BAN普及シナ
リオや IEEE802.15.6標準化動向について概略を紹介した．
ここでは一部のトピックに焦点を絞って述べたが，医療・ヘ
ルスケア･介護等の分野で考えられるアプリケーションは，
利用シナリオごとに要求条件が異なることから取り扱う幅が広
く，技術やアイデアも多種多様なものが必要となる．
医療・ヘルスケア分野への通信技術の利活用により夢
のある安心安全な未来医療・ヘルスケア社会が実現でき
そう（学生諸氏に対しては研究や技術開発がしたい）と
感じて頂ければ幸いである．
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表 2　IEEE802.15.6 の要求条件

項　目 条　件

Topology
体上及び体内に配置する端末数として
6個以上のデバイスに対応．256 まで
拡張できるネットワーク

Bit Rate
デ ー タ レート（PHY-Service Access 
Point) は 10 kbit/s ～ 10 Mbit/s

Transmission Range 通信距離は 3 m以上

Security
AES 128 bits （FIPS-197）以上の強度を
持つセキュアな通信

Quality of Service （QoS) 通信の高信頼性を PHY/MAC でサポート 

Power Consumption 超低消費電力を PHY/MAC でサポート 

Coexistence and 
Interference Resistance

6 × 6 × 6 m3 の空間で 10 個の BAN
が同時利用できる共存性

Complexity
低消費電力実装が可能なアーキテク
チャで実装可能

Regulation and Specifi c 
Absorption Rate

SAR（比吸収率，生体への電磁波によ
る熱的影響）を考慮

420～430/
440～450（日本）

HBC 用

10～50
863 ～870
（欧州）

950 ～956
（日本） 2,360 ～2,400

（米国）

3,100 ～10,600

周波数（MHz）

狭帯域
PHY 用 UWB-PHY 用

402 ～405

902～928（北米）
2,400～2,500（ISM帯）

図 4　 IEEE802.15.6 で議論されている無線 BAN周波数帯
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方式，近距離通信システム等の研究開発に
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まえがき―医療における無線通信の役割―1

病院内では様々な場面で無線通信が利用されている．そ
れは，医療の核心部分である治療に関わるものから，医療
サービスを提供するための付随的なもの，果ては患者が病
院内に持ち込む携帯電話やゲーム機まで多岐にわたり，そ
の利用方法は混然としている．しかし，いずれの場合も，
通信方法を有線から無線にすることで利便性が得られる
ことが，多岐にわたって利用されている根拠である．
医療サービスを提供する立場からの利便性とは，労働効

率の向上や安全管理である．その目的のために，医師が利
用する医療用 PHS（Personal Handyphone System），ナー
スコールに連動する医療用 PHS，看護師が病室で記録や
投薬指示の確認をするPDA（Personal Digital Assistant），
医師が回診で検査結果を参照する無線 LAN（Local Area 

Network），ノートPC（Personal Computer）が利用されている．
医療サービスを提供される立場の患者からは，入院し

ても自宅と同じように家族・社会との関わりを保てるよ
うに，携帯電話の利用やインターネットに接続するため
の無線 LANの利用への要望がある．

しかし，無線通信がその利便性を最も発揮できるのは，
有線通信がもたらす物理的な束縛からの解放である．重症
患者に多くのチューブやコードがからんでいる様子をス
パゲティ症候群という俗称で揶

や ゆ

揄することがある．重症
度が高く，施される治療が高度であればあるほど，多くの
チューブやコードといったラインでの接続が必要とされ
る．軽症な患者にとっても，たとえ点滴一本でさえも，自
由度を損なう大きなストレスである．重症患者のストレ
スはいかばかりであろうか．多くのラインは省くことが
できないが，唯一省くことができるものは，バイタルデー
タを伝送するためのラインである．バイタルデータの通
信を無線化することは，患者のストレスからの解放のみ
ならず，行動の自由度を増加させ，肺塞栓の予防やリハビ
リテーションの促進等，多くの効果が期待できる．

医療における無線利用の現状と課題2

2.1   医療用テレメータを用いたバイタルデータモニタリング

医療における無線利用として代表的なものが，バイタル
データの遠隔モニタリングを無線通信で行う医療用テレメー
タである．病院内で患者の容体を常時把握するために収集
するバイタルデータの代表が，心電図，呼吸数，血中酸素
飽和度である．ベッド上から移動することができない重症患
者は，体表に貼った電極からケーブルがベッドサイドモニタ

萩原浩明 Hiroaki Hagiwara†1　　滝沢賢一 Kenichi Takizawa†2

医療機関内ネットワーク高度化に向けた
無線通信技術の利用
Advanced Hospital Networks Using Wireless Communications Technologies

小特集：通信技術で医療の世界が変わる

† 1　横浜市立大学医学部放射線医学，横浜市
 　 Radiology, Medical Studies, Yokohama City University, Yokohama-

shi, 326-0004 Japan
† 2　独立行政法人情報通信研究機構，小金井市
 　 National Institute of Information and Communications Technology, 

Koganei-shi, 184-8795 Japan

医療分野における無線通信技術の利用は，その利用による利便性向上と信頼性担保とのバランスの
上に成立している．例えば，病院内で患者の心電図や血圧，呼吸などの生体情報（バイタルデータ）

の無線モニタリングは，患者を非拘束で常時モニタリングできるという利便性向上が得られる反面，患者の生命を託すこ
とができる高い信頼性が要求される．現在，このようなバイタルデータ伝送には医療用テレメータが用いられているが，
センサの高度化や無線ボディエリアネットワーク（BAN：Body Area Network）等の無線通信技術の新たな流れを考慮すると，
バイタルデータ伝送を含めた多岐にわたる医療分野への無線通信技術の導入が避けて通れない時期に差しかかっている．
　本論文では，医療施設における無線通信利用の現状と課題を示した後，無線通信技術を活用した医療情報ネットワー
ク高度化について述べる．このような医療情報ネットワークの構築によって，バイタルデータの連続的なデータ収集に
基づく高度な医療サービスの実現が期待される．

医療情報ネットワーク／医療用テレメータ／無線 LAN／無線 BAN／メディカルスマートフォン

Summary

Keywords

解説論文

©電子情報通信学会 2011



14 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011

解説論文

に接続され，ここからナースステーションのセントラルモニタ
まで，有線（LAN等）または無線（無線 LAN等）で情報
が伝送される．心電図波形や心拍数，呼吸数等に正常値
を設定し，その値を逸脱した場合にはアラームを発報するシ
ステムである．ベッドを離れ病棟内を移動できる患者には，
体表の 3個の電極と医療用テレメータ送信機（普及型で約
200 g程度が一般的）をケーブルで接続する．
医療用テレメータは，無線設備規則第 49条の 14項で

規定される特定小電力無線局に属し，「小電力テレメー
タの運用規定」［1］により 420 ～ 450 MHz帯に六つの
バンドが規定されている（表 1）．その通信仕様は占有周
波数帯幅によって A型から E型までの 5種類に分類さ
れて定められている（表 2）が，一般的にバイタルデータ
をモニタリングする機器は，占有周波数帯幅が 8.5 kHz

以下（周波数チャネル間隔は 12.5 kHz）の A型を利用し
ている．また，通信方式は単方向通信に限定されている．

A型を利用するテレメータについて，各バンドには 12.5 

kHz間隔で周波数チャネルが規定されている．また，隣接
周波数チャネル間干渉を避けるため，干渉が少なくなるよう
な周波数チャネル集合をグループ化したゾーンという概念を
導入し，病棟単位でこのゾーンを配置する設計を行っている
（図 1）．このように，医療用テレメータを用いたバイタルデー
タのモニタリングでは，病棟単位で使用可能な周波数チャネ
ルを事前に割り当てて，その割当範囲内でモニタリングが必
要な患者に医療用テレメータを装着している．
2.2   医療用テレメータの問題点

医療用テレメータの運用上の問題点は，大きく以下の
四つが挙げられる．一つ目は患者数増減への柔軟性が乏
しいこと，二つ目は端末利用者と受信波形の同一性確認
が視認に頼っていること，三つ目は受信エリアが限定さ
れていること，最後にアラームの誤報が多いことである．
医療用テレメータは，固定されたチャネル割当とあら

かじめ設計されたゾーン配置により運用がなされる．ま
た，医療用テレメータはセンサ側からデータ収集端末側
への単方向通信である．そのため，病棟でモニタリング
が必要となる患者数の増減に対する柔軟性が少ない．
ナースステーションのセントラルモニタに表示される波

形と患者との同一性確認は，送信機のチャネルと受信機
のチャネルを視認する方法がとられている．そのため，誤っ
た患者の波形から判断して，不整脈の治療を行った事故
例が 2006 年から 2010年だけで 5件，日本医療評価機
構の医療事故情報収集事業に報告されている（図 2） ［2］．
受信できるエリアも設計された病棟に限定されるた

め，検査のために病棟を離れると波形が受信されない．
また，単方向通信のため，受信エリアを離れていること
は患者自身も確認できない．重症患者が病棟を離れて検
査室や手術室に移動する場合には，移動用モニタを装着
する．よって，病棟を離れている間のバイタルデータは
サーバに記録されず，治療の継続性に反映されない．
ナースステーションに設置されたセントラルモニタには，

患者から送信されたバイタルデータから，致死的な不整脈
や血圧低下等の重篤な病態を自動で解析し，アラームを発
生させる機能が備わっている．しかし，センサが体表から
はずれたり，検査のため送受信の範囲である病棟外に移動
したりすることによるアラームの誤発報も頻回に発生する．
そのため，モニタの警告音量を下げてしまったり，警告音
が鳴っているにもかかわらず注意が払われなかったり，送

表２　医療用テレメータの送信機区分

送信機
の区分  

周波数間
隔（kHz）  

占有帯域幅 
許容値（kHz）   

出力
（mW） 

利用目的 

A 型 12.5 8.5 以下 

1 

１波形送信 
Ｂ型 25 16 以下 ２波形送信 
Ｃ型 50 32 以下  狭帯域での 

３波形以上の送信 Ｄ型  100 64 以下 

Ｅ型 500 320 以下  10
広帯域での ３波形
以上の送信 

表１　医療用テレメータのバンドと周波数

バンド名 周波数範囲（MHz） 周波数幅 （MHz）

バンド 1  420.05 ～ 421.0375 0.9875
バンド  2  424.4875 ～ 425.975 1.4875
バンド 3  429.25 ～ 429.7375 0.4875
バンド  4  440.5625 ～ 441.55 0.9875
バンド  5  444.5125 ～ 445.5 0.9875
バンド  6  448.675 ～ 449.6625 0.9875

相互干渉を考慮して病棟
ごとにゾーンを配置する

ゾーン１
ゾーン２

ゾーン３

周波数
（MHz）

チャネル
番号 ゾーン１

448.6750 6001 6001 ゾーン２
448.6875 6002 6002 ゾーン３
448.7000 6003 6003
448.7125 6004 6004
448.7250 6005 6005
448.7375 6006 6006
448.7500 6007
448.7625 6008
… …

448.8500 6015 6015
448.8625 6016 6016
448.8750 6017 6017 6017
448.8875 6018 6018
448.9000 6019 6019
448.9125 6020
448.9250 6021 6021
448.9375 6022 6022
448.9500 6023 6023
… … … … …

図１　医療用テレメータのゾーンと病棟配置（バンド６の例）
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の融合画像では，一検査で 1,000 枚近い画像が発生し，
ウェブ配信でも 100 MByte近くのデータ量となる．心臓
カテーテル検査や心臓超音波検査では動画が記録される
ため，これらの動画も配信されることになる．
院内で無線 LANはどれくらいの利用者がいるのであろ

うか．医療スタッフが利用することを前提とすると，端末
数は最大で医療スタッフの数と見積もられる．現状では，
300台程度のノート PCでの運用実績や［4］，医療機器の
病院内配置の位置検索に利用が報告されている［5］．し
かし，患者のモニタリングや音声通信（VoIP：Voice over 

Internet Protocol）へ利用を拡大した場合には，更なる端末
数増に対応可能なネットワーク構築が必要とされる．
現状の医療情報ネットワークにおいては，無線 LANが重

要な資源であるという評価は得られていない．したがって，
院内での無線 LANの利用ルールに関心は薄く，インターネッ
トに接続するため等の理由で，各部署が無計画にアクセスポ
イントを設置していることも多々ある．無線通信を医療情報
ネットワークの基盤として利用するためには，院内での無線
LAN利用のルール作りと厳格な運用も必要である．

医療ネットワークの将来像：
バイタルデータの連続モニタリングを例として3

ここでは，医療ネットワークの将来像について述べる．
バイタルデータの連続モニタリングを応用例として挙げ
て，無線 BAN（Body Area Network，ボディエリアネット
ワーク）を活用した，医療機関内だけでなく在宅におい
ても連続的にバイタルデータのモニタリングを実現する
医療ネットワークについて述べる．
3.1   無線 BANによるバイタルデータモニタリング

人体近傍や体内外での無線通信，無線 BANの規格標準
化が IEEE 802.15.6タスクグループで議論されている［6］．
その応用は医療分野のみならず，エクササイズやエンター
テイメントなど広い分野が期待されている．体表に装着し
た複数のウェアラブルセンサや，体内に埋め込まれたイン
プラントセンサからの生体情報は，これらのセンサから
の生体情報を収集するコーディネータに無線伝送される．
センサは，体内に埋め込まれることを前提とする年単位で
の電池寿命が要求されるため，低電力消費であることが必
須である．通信機能を動作させる時間を短縮させる間欠動
作や，センシング以外の機能（データ解析等）を省くこと
によって，低消費電力化を実現することとなる．

受信エリアから出たのであろう，と誤った判断して，患者の
急変に対応できない事故が多く報告されている ［3］．
2.3   院内無線 LAN利用の現状

病院内で無線 LANが最も利用されているのは，医療
スタッフが利用するノート PCや PDAである．PDAの
利用方法は，看護師が行う病室で検温や血圧測定の結果
を電子カルテへ記載する際や，投薬や点滴その他の処置
を行う際の指示確認や実施報告入力である．これらの利
用方法においては，文字情報の伝送であるために伝送さ
れる情報量はごく少ないものである．
医師による無線 LANの利用は，病室で患者を診察す

る際に，電子カルテの検査結果や温度表を参照するため
に利用する．その際に，最も情報量が多いのが，画像の
参照である．回診に訪れた医師が患者を診察しながら，
検査の画像を患者に説明したり，その場で病状の評価や
治療方針の検討を行う場合がある．
医療画像の代表である X線写真のデータサイズは，

DICOM1）（The Digital Imaging and Communications in 

Medicine）規格に準じたフォーマットで 1枚当り約 10 

MByte，PACS2）（Picture Archiving and Communication 

Systems）で参照するためにウェブ配信するフォーマット
にしたもので 1枚当り 1 MByteほどである．CT（Computed 

Tomography）等の断層画像は，画像 1枚当たりのデータ量
は X線撮影画像に比べると少ないが，画像枚数が膨大で
ある．最新の PET-CT3）（Positron Emission Tomography-CT）

，

，
．

，

．

図 2　医療用テレメータの事故事例
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したがって，無線 BANにおける生体情報の収集や解
析，バイタルデータが蓄積される医療機関等のサーバ
への伝達は，全て無線 BAN内のコーディネータ端末が
ゲートウェイ機能を担うことになり，コーディネータ端
末の性能がバイタルデータモニタリング用ネットワーク
全体の機能を左右する存在である．それでは，病院内で
利用されるコーディネータ端末にはどのような機能が期
待されるのであろうか．
無線 BANの通信方式の議論は多くあるものの，無線

BANで収集されたデータを病院内にあるバイタルデータが
蓄積されるサーバへ，どのようにネットワークを介して伝送す
ればよいかについての議論は少ない．まずは無線 BANか
ら収集される生体情報を情報の形態と医療上の重要度から，
「（1）生命維持に関する波形情報」，「（2）散発的に発生する
数値情報」，「（3）画像情報」，「（4）生命維持には関わらな
い波形情報」に分類する．これら四つの生体情報の重要性
に応じて，伝送に要求される通信品質（伝送速度や許容遅延
時間等）を考慮する必要がある． 「（1）生命維持に関する波
形情報」の代表が心電図である．その他に，血中酸素飽和
度，心電図から派生的に収集できる呼吸運動がある．
「（1）生命維持に関する波形情報」を常時モニタリングす
ることは，現在では前述の医療用テレメータにより行われて
いる．致死的な不整脈が発生した場合には，数分以内の迅
速な対応が要求されるとともに，長期にわたり継続した波形
の記録も必要となる．しかし，その情報量は，心電図の他
に，血中酸素飽和度，呼吸運動の波形の合計は多く見積
もって 100 kbit/s程度にすぎない．また迅速な対応が必要
ではあるものの，リアルタイムでの伝送の必要性は低く，数
秒の遅延も許容できる．しかし，情報の欠失は許されず，病
院内のどこにいても継続的な情報収集が必要とされる．
コーディネータが病院内の無線 LANに接続し，LANを

介してサーバに伝送できれば，テレメータの四つの問題点
① 患者数増減への柔軟性が乏しいこと
②  端末利用者と受信波形の同一性確認が視認に頼っ
ていること
③ 受信エリアが限定されていること
④  アラームの誤報が多いこと

を解決することが可能である．
①コーディネータを IPアドレスにより管理すること

で，現在のような病棟単位でのゾーン割当や使用チャネ
ルで送信機を管理する必要がなくなり，病棟ごとの定数

の上限がなくなる．②双方向通信であるため，端末と利
用者の確認が容易である．③通信範囲も病棟に限定され
ず，病院内のどこに移動しても通信が可能であり，デー
タの欠失がなくなり，移動のためのモニタの付替えも不
要となる．④医療用テレメータの単方向通信と異なり双
方向通信であれば，自身の送信状態を確認することも可
能である．受信強度や，センサのエラー，アラームの状
態を患者自身にフィードバックすることで，アラームの
誤報の頻度を著しく減少させることもできる．
「（2）散発的に発生する数値情報」としては，体温，血
圧，血糖値など数秒おきから一日に数回のデータ，更に長
い間隔で収集されるものも想定される．情報量としてはごく
小さなもので，情報の欠失さえ回避できればよい情報であ
る．「（3）画像情報」としてはカプセル内視鏡からの画像が
最も可能性の高いものである．情報量はフレームレートに依
存し，2フレーム毎秒の場合には数 Mbit/s程度となる［7］．
「（4）生命維持に関わらない波形情報」としては，加速度計
や圧力計からの情報が想定される．情報量としては，（1） 
生命維持に関する波形情報と同等であるが，遅延や欠失が
許容される優先度の低い情報である．これらの優先度の低
い情報は，コーディネータでの一時的保存とネットワークの
使用状況に応じた送信が許容される．
3.2   コーディネータ端末の機能

（1） メディカルスマートフォンというコンセプト
スマートフォンには，多種多様な医療・ヘルスケア用のア

プリケーションが開発されている．医療用途としては従事者
向けのデータベースや書籍を代替するアプリケーションが多
く，ヘルスケア用途としては体重や血圧，血糖を管理するた
めのアプリケーションや，運動の方法やメニューを指導する
アプリケーションが提供されている．医療用途のアプリケー
ションを搭載したスマートフォンをメディカルスマートフォンと
呼称する企業も見られるが，コーディネータに求められる機
能をモニタリング以外にも拡張していくと，その姿はスマー
トフォンに限りなく近づいていくことは明らかである．心電図
や血中酸素飽和度のセンサを装着した際には，医療用テレ
メータに相当するアプリケーションを，カプセル内視鏡の検
査中には，画像を受信・閲覧するアプリケーションを起動す
る，このようにセンサに対応したアプリケーションを同一端
末で展開することとなる．
高機能のコーディネータを開発していくためには，ス

ケールメリットが必要である．病院内でのみ使用する医
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療用テレメータとスマートフォンでは，その市場規模
に大きな開きがある．スマートフォンの延長線上にコー
ディネータを位置付けることで，開発の促進が進み，ユー
ザとしての患者への導入も抵抗なくできるであろう．
（2） コーディネータに求められる付加機能
生体情報のモニタリングが病院内全域で可能になったと

しても，患者の位置を特定できなければ機能としては無駄
と言わざるを得ない．救急対応が必要なサインが検出され
たとしても，患者が病室にいるのか，トイレなのか，他のフ
ロアにいるのか瞬時に医療スタッフに周知できなければな
らない．認知症患者の徘

はいかい

徊を防止する目的で GPS（Global 

Positioning System）を利用したシステムや，無線 LANを用
いて医療機器を始め移動体の位置特定システムが実用化さ
れている［8］．患者の位置特定は，急変時の対応以外に，日
常活動の測定にも活用できる．リハビリテーション期の患者
が，一日中ベッド上で過ごしているのか，病院内を移動して
いるのか，身体活動量を客観的に評価する指標にもなる．
病院内において患者は，患者確認のために必ず IDカー

ドを携帯している．患者確認は医療サービスを開始するた
めの第一歩であり，例えば点滴を開始するときには，この
薬剤を投与するように指示された患者は，目の前にいるこの
人物であるか確認する必要がある．検体を採取する採血や
画像診断，手術，輸血，診察，あらゆる場面で患者確認
は，医療安全の基本的対策である．対面している患者と処
置を行う患者の同一性の確認を視認だけでするならば，ID

カードや氏名が記載されたリストバンドがあれば機能として
は十分である．しかし，多くの情報や指示が PDAや電子カ
ルテ端末といったネットワーク端末で表示されるようになっ
た現在では，電子的な認証が機能として求められている．
患者が携帯するコーディネータに RFID（Radio Frequency 

IDentification）システムを搭載し，医療スタッフの端末と通
信できれば，患者の取違えを防ぐことが可能である．
コーディネータには，患者に装着したセンサを認証する他

に，患者が特定されていないセンサからのデータの認証にも
利用できる．看護師が回診で持ち歩く血圧計や体温計，体
重計で測定されたデータを，コーディネータに RFIDシステム
で通信し，患者が特定されたデータとしてタイムスタンプを付
加してサーバに送信すれば，入院中のこれらのデータを経時
的に一覧表示する温度板の管理の省力化が可能である．
医療用テレメータには，モニタリング以外の付加機能

としてナースコールが搭載されている．バイタルデータ

から自動解析されるアラームとは別に，本人の自覚症状か
ら看護師に通報ができる．ベッドサイドに設置されてい
る有線のナースコールでは，コールに対応した看護師と
会話をすることが可能であるが，単方向通信の医療用テ
レメータは，自分のコールが看護師に伝わっているか確
認することもできなければ，会話をすることもできない．
コーディネータを利用した音声通信は，有線のナースコー
ルを代替することも可能であり，病院内のトイレを始め多
数設置されているコールボタンを減らすこともできる．
コーディネータに情報端末としての機能があれば，病

院内で多くの情報を入手することが可能となる．イン
ターネットは言うまでもないが，病院内のシステム，す
なわち電子カルテへのアクセスは有用である．患者が
自分の病状や医療サービスに関する情報を入手する手段
は，医師や看護師からの説明が従来からの方法であり，
それに印刷された検査結果や検査の説明が加わる．これ
らの情報は電子カルテの内容であり，今日の採血の結
果，明日の画像検査の予定など，アクセスできる範囲を
決めて公開することで，患者が自身に行われている医療
の確認をすることができる．更にカルテに自身の症状
を記載することができれば，医療スタッフとのコミュ
ニケーションが増加する．カルテは問題点ごとに，S 

（Subjective）患者の訴え等主観的情報，O （Objective）検
査等の客観的情報 ，A （Assessment）評価，P （Plan）検査
や治療の計画の，SOAPに分類して記載するのが一般的
である．Sの部分は患者が感じる痛みや苦痛など，症状

院内 LAN

アクセス
ポイント

院内全域をカバーする無線ネット
ワークと高速ローミングによる連
続的なデータ収集

バイタル
データ
サーバ

BAN
センサ コーディネータ

ナース
ステーション

医師

コーディネータの機能
1. センサのゲートウェイ
・センサの認証
・データの中継と蓄積

ド
2. 患者認証
・ IDカー
・共用機器からのデータ認証

３. 音声通信端末
・ナースコールと音声通話
・位置特定機能

４. 情報端末
・電子カルテ閲覧
・メール
・インターネット

図３　コーディネータの機能と院内ネットワーク



18 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011

解説論文

の主観的訴えであるので，限られた診察時間の中で情報
収集するよりは，患者が時間をかけて整理して記述した
内容を元に診察を始めた方が効率が良く，患者参加形医
療の実践ができる．笑えはしないが，外来や手術に忙し
く朝と夕方にしか回診に来られない主治医に，患者が病
室からメールする時代がやってくるかもしれない（図 3）．
3.3   メディカルスマートフォンが普及するための課題

（1） 無線通信の不感地帯の解消
病院内で安定した高信頼性の通信を実現するための第

一の条件は，病院内の不感地帯を解消することである．
医療用テレメータの通信範囲は，病棟を前提としている
ため，アンテナの設計は容易である．しかし病院内全域
を通信範囲とすると，病室や廊下，トイレ，浴室はもち
ろん，エレベータ内や階段までカバーしなければならな
い．これらの領域を全て有線 LAN敷設によって行う無
線 LANアクセスポイントの展開は非効率的である．解決
する手段としては，アクセスポイント設置への自由度が
高い無線メッシュネットワークを利用する方法［9］があ
る．また，広域無線アクセスであるWiMAX （Worldwide 

Interoperability for Microwave Access）等のWMAN （Wireless 

Metro Area Network）を利用する方法が考えられる．
（2） 病院内 LANの QoS

現在の病院内 LANは，電子カルテの利用を中心に設
計されている．この病院内 LANを利用して生体情報を
伝送するためには，生命維持に関わる生体情報を遅延や
損失を生じさせずに，サーバまで伝送するための QoS

（Quality of Service）保証がネットワークには求められる．
IEEE11073-00101-2008 ［10］に示された各種医療情報伝

送におけるQoS要求を表 3に示す．病院内 LANでは，電
子カルテを参照するダウンリンクと電子カルテにデータを書き
込むアップリンクを中心とした通信が行われる．生体情報（波

形データ）やアラームは，要求帯域幅としてはごく低いもので
あるが，優先度を最も上位に位置させなければならない．生
体情報のようにアップリンクで伝送されるデータの多くは，電
子カルテへの指示や診察の記載が目的であることから，容量
は小さいがパケット損は許容されず，高い信頼性が要求され
る．一方，ダウンリンクには容量の大きな画像などの記録・履
歴参照が含まれるが，その優先度は低い．よって，生体情報
を伝送するためのネットワークでは，アップリンクにおいて伝
送されるデータに対して，高い優先度を割り当てることが重要
である．ただし，医療機器の高度化が進み，患者に点滴薬
剤を注入する輸液ポンプや人工呼吸器をネットワーク遠隔操
作することが可能となった際には，ダウンリンクにも優先され
るパケットが発生することも考慮しておかなければならない．
（3） ローミング性能の向上
コーディネータを携帯した患者が病院内を移動する際

には，アクセスポイント（AP：Access Point）間ローミン
グが生じる．従来の無線 LANでは，電波干渉による性
能低下を避けるため，隣接する APには異なるチャネル
が設定されている．そのために生じるローミングごと
のチャネルの切換に加え，ESS-ID（Extended Service Set 

IDentifi er）の再認証や DHCP（Dynamic Host Confi guration 

Protocol）サーバによる新規 IPアドレスの配布等によっ
て，遅延や切断が発生する．継続したモニタリングを実
現するためには，これらの課題を解決する必要がある．
解決策の一つとして，複数の APを同一チャネルで運用
し，クライアントは常に複数の APにアップリンク接続
を維持する方法があり，AP間を移動しても遅延やパケッ
ト損を発生させないシステムも開発されている ［11］． 

（4） 電磁共存性
病院内で利用される無線機器について，必ず配慮しなけ

ればならない点は，発生する無線による生命維持装置となる
ような医療機器への影響である．医療用テレメータは，その
出力は A形では 1 mWと低出力である．一方，無線 LAN

は最大で 200 mWの出力であるが，総務省における「平成 15

年度・電波の医療機器等への影響に関する調査」において心
臓ペースメーカ及び除細動器との共存試験が実施され，結果
に基づく注意喚起等がなされている．今後登場する新たな無
線システムを医療機器周辺で利用する際には影響を調査した
上で導入することが必要になる．
（5） 医療機器としての薬事承認制度改革
患者の生体情報を伝送する無線機器は，無線機器とし

表 3　各種医療情報伝送におけるQoS 要求 ［10］

データの
種類 信頼性 伝送遅延 優先度 帯域幅 

アラーム 
(real-time) ++++ 

< 10 s
To central 
station 

++++ 64 Bytes/alarm 

波形データ 
(real-time) +++ < 3 s +++ 

ECG: 3-lead 8-bit, 
2,400 bit/s

EEG: 120~250 bit/s 
生体情報 
(real-time) +++ < 10 s +++ 20 Bytes/

parameter 
（画像等の）
記録・履歴
参照 

++ < 5 s pushing
< 5 s pulling + +++ 

Rating:  low (+),  medium (++),  high (+++), or
　　　  highest/essential (++++)
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ての許認可とともに，薬事法に基づいて医療機器として
の承認が必要である．医療機器は，薬事法第 2条 4項に，
『人若しくは動物の疾病の診断，治療若しくは予防に使用
されること，または人若しくは動物の身体の構造若しく
は機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具
等』と定義されている．医療機器は，身体に及ぼす影響に
より分類され，モニタリング機器は，画像診断機器とと
もに，不具合が生じた場合でも人体へのリスクが比較的
低いクラス II（管理医療機器）に分類されている（表 4）．
病院で使用されている機器の多くは医療機器として薬事

承認され，安全性が保証されている．しかし，その弊害と
して医療以外で使用される機器とほぼ同一の性能であるに
もかかわらず，価格が著しく高くついてしまう．例えば，画
像診断用の PCと液晶モニタのセットも，医療機器として薬
事承認された機器は，いわゆる民生品と比較すると，その
価格は著しく高価である．それでも，民生品の液晶モニタ
の市場規模が拡大したことで医療機器としての価格も大幅
に低減している．メディカルスマートフォンも同様の過程を経
ることが予想される．民生品としてのスマートフォンの機能
向上と価格低減が先行し，始めて医療機器として大規模に
導入することができる環境が整うこととなるであろう．

薬事承認された通信機器のもう一つの問題点として，ソ
フトウェアの追加や変更ができないことが挙げられる．薬事
承認はハードウェアとソフトウェアを一体とした機器とみな
すため，例えば，薬事承認された画像診断 PC端末に，汎
用の事務処理ソフトや辞書を導入することは，医療機器に
改造を加えたことと見なされてしまう．患者の生命に関わる
通信機器である以上，薬事承認が必要であることは必須で
あるが，ハードウェアとソフトウェアを分離して，それぞれの
機能を保証する制度に変更しなければ，メディカルスマート
フォンの導入の障壁となることが想定される．
複数のメーカにより開発されたセンサを，患者の病状に応

じて，また病院のシステムに応じて取捨選択できることが必要
である．センサからコーディネータのハードウェア，ソフトウェ
アを一括して薬事承認する制度では，システムの柔軟性を失
わせてしまう．もっとも，現状でもネットワークに関しての薬
事承認は曖昧である．データを発生させる画像診断機器，そ
れを保存・閲覧するPACSは薬事承認がされているが，そ
れらを接続するネットワークに関しては目が向けられておらず，
通信経路の性能保証は，電子カルテシステムも含め議論され
ていない．生体情報をモニタリングする機器とネットワークに
ついて，この現状から極論すれば，データを発生させるセン
サとデータを蓄積・閲覧するシステムが薬事承認されていれ
ば，どのような経路でデータを収集するかは問われない，と
いう考え方もできてしまう．しかし，これは極論であって，患
者の生命に関わる通信機器の性能をどのように誰が担保する
か，薬事承認の制度の検討が必要である．米国では既に，
連邦通信委員会（Federal Communications Commission）と
食品医薬品局 （Food and Drug Administration）が，医療無
線通信機器に関する安全性の確保や規制，認可について連
携する方針が打ち出されている［12］．
（6）適切な周波数帯の選択
院内で利用されているデータ伝送用の周波数帯を表 5に

示す．コーディネータ端末から院内 LANへの通信規格
の候補としては，無線 LAN（WiFi）の利用が第一に挙げ
られる．2.4 GHz帯は多くの無線機器が利用される ISM 

（Industry-Science-Medical）帯であるために干渉源が多く，
病院内では電子レンジやマイクロ波治療器からの雑音によ
る影響が生じ得る ［13］． 一方，5 GHz帯はチャネル数が
多く，2.4 GHz帯と比較して産業機器等から放射される雑
音は少ない．しかしながら，各種レーダシステムとの周波数
共用のため，動的周波数選択（DFS：Dynamic Frequency 

表４　医療機器に係る分類と規制

国際分類 リスクによる医療
機器の分類 分　類 リスク 製造販売規制 

クラスＩ 

不具合が生じた場合
でも，人体へのリス
クが極めて低いと考
えられるもの 
（例）体外診断用機器，
鋼製小物，X 線フィル
ム，歯科技工用用品 

一般医療
機器 

極めて
低い 

承 認・ 認
証不要 
（届出 / 自
己認証） 

クラスⅡ 

不具合が生じた場合
でも， 人体へのリス
クが比較的低いと考
えられるもの 
（例）MRI，電子式血
圧計，電子内視鏡，
消化器用カテーテル，
超音波診断装置，歯
科用合金 

管理医療
機器 低 

登 録 認 証
機関による
認証（認証
基準に適合
するものに
限る） 

 

クラスⅢ 

不具合が生じた場合， 
人体へのリスクが比
較的高いと考えられ
るもの 
（例）透析器，人工骨・
関節，人工呼吸器，
バルーンカテーテル 高度管理 

医療機器 中・高 

大臣によ
る認証（総
合機構に
よる 審査） 

クラスⅣ 

患者への侵襲性が高
く，不具合が生じた
場合，生命の危険に
直結する恐れがある
もの 
（例）ペースメーカ，
人工心臓弁，ステント 
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Selection）の具備を必須とする周波数チャネルも多い．DFS

が必要な周波数帯については，QoS保証への要求が厳し
いデータ伝送を利用する際には注意が必要になる．

420～ 450 MHz帯の医療用テレメータの単方向通信を
双方向通信に規格変更をすることで，コーディネータ端末
の機能を充足させる方法も考えられる．しかし，体内外間
無線通信に有用な電波伝搬特性を考慮すると，この周波数
帯はインプラント BANへ割り当てることも有益である．
ウェアラブル無線 BANの周波数帯として，米国では

2.36 ～ 2.4 GHzの周波数帯をMBAN（Medical Body Area 

Network）帯として開放することについて，米国 FCCに
おいて議論がなされている ［14］．国内においても，ネッ
トワーク化が可能な医療用周波数帯の整備が今後進めら
れるものと期待される．

む　す　び4

医療無線通信機器の発達は，医療に大きな変革をもたら
すであろう．その基盤となるネットワークの高度化は，無線
伝送が必要となる患者及び医療機器からアクセスポイントま
での「ファーストワンホップ」の無線通信規格動向が大きな
鍵を握っている．生体情報の高信頼性通信とともに大容量
データの通信にも対応する方法と考えられる．本稿では生体
情報計測などの医療情報伝送を主なコンテンツとして示した
が，将来は医療機器制御などに無線通信機能が搭載され
ることも考えられる．その際には現在の無線 LANや無線
BANのようなアクセス制御ではなく，無線ネットワークと有
線ネットワークとが時間同期も取ることが可能な遅延時間が
事前予測される統合ネットワークを構築する必要がある．
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 ［1］  医用電子機器技術委員会，“小電力テレメータの運用規定”， 
（社）日本電子機械工業会，EIAJ AE–5201, July 1989.

 ［2］ http://www.med-safe.jp/contents/info/index.html
 ［3］  http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/nou/info/images/

accident_report_9_25.pdf
 ［4］  矢作百合子，“電子カルテ用無線 LANシステムの運用支援”，

28回医療情報学連大，no. 28（suppl），pp.769-774, Nov. 2008．
 ［5］  黒田知宏，“無線 LAN位置計測ソリューションを用いた医

療機器管理の有効性検討”，医療情報学，vol. 28, no. 3, pp. 
139-146, 2009．

 ［6］  IEEE802.15.6 タスクグループ , http://www.ieee802.org/15/pub/
TG6.html

 ［7］  穂満正敏 , 滝沢賢一 , “カプセル内視鏡の現状と将来に向け
て，”信学通誌，no. 17, pp.26-30, June 2011．

 ［8］  日立製作所エアーロケーション，http://www.hitachi.co.jp/
wirelessinfo/airlocation/index.html

 ［9］  萩原浩明，滝沢賢一，井上登美夫，康芸，後藤隆久，S. 
Rafael，“メッシュネットワークによる病院内無線 LAN構築
の検討，” 29回医療情報学連大，no. 29, pp.865-868, Nov. 2009．

 ［10］  IEEE 11073-00101-2008 Health Informatics, “Guidelines for the 
Use of RF Wireless Technology,” 2008.

 ［11］  アライドテレシス，http://www.allied-telesis.co.jp/products/list/
extricom/kinou/index.html

 ［12］  http://www.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db0726/
DOC-300200A2.pdf

 ［13］  花田英輔，高野香子，工藤孝人，“マイクロ波治療器による
無線通信への干渉”，28回医療情報学連大，3-G-1-3, pp.775-
777, Nov. 2008．

 ［14］  https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/08/15-08-0108-01-0006-
medical-body-area-network-application.pdf

（平成 22年 12月 6日受付，平成 23年 1月 31日再受付）

表５　院内で利用されているデータ伝送用周波数

周波数帯 無線通信システム 備　考 

400 MHz 帯 医療用テレメータ 単向通信 

1.9 GHz 帯 医療用 PHS 

2.4 GHz 帯 
無線 LAN(11b/g), 
Zigbee， Bluetooth 

医療・産業機器との共用 

5 GHz 帯 無線 LAN(11a/n) レーダシステム等と共用 

【用語解説】
1） DICOM（The Digital Imaging and Communication in 

Medicine）： 医療用画像を取り扱う規格．X線撮影装
置，CT，MRI等の装置や PACSの接続，保存や転送，
画像のフォーマット等を標準化し広く普及している．

2） PACS（Picture Archiving and Communication Systems）：

萩原浩明
平元東工大・工・卒．平７筑波大・医・卒．
横浜市立大附属病院研修医，済生会横浜市
南部病院を経て，現在，横浜市立大・医・
放射線医学助教．臨床では画像診断を専
門とする．画像通信，病院内の無線通信，
BANの研究に従事．NPO 法人YCU 画像診
断支援センターの理事を兼務．

滝沢賢一（正員）
平15新潟大大学院博士後期課程了．博士（工
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在，情報通信研究機構）．医療支援を目的と
したワイヤレス技術の研究に従事．

医療用画像の保存や配信を行うシステムの総称．
3） PET-CT融合画像：放射性同位元素で標識した薬剤を
投与して画像化する PET（Positron Emission Tomography）
は，体内での代謝活動を画像化することから機能画像
と呼ばれる．X線を用いる CT（Computed Tomography）
で得られる形態画像と，機能画像を重ね合わせたもの
を融合画像という．
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まえがき1

生活習慣病は“毎日の良くない生活習慣の積み重ねに
よって引き起こされる病気”を指し，日本では糖尿病，
脳卒中，心臓病，脂質異常症，高血圧と肥満が生活習慣
病に含まれている．今や日本人の死亡原因の 3分の 2が
生活習慣病に関連しているといわれている［1］．一方，
クオリティオブライフ（QoL：Quality of Life） という言
葉は“人間が生まれてから死ぬまでに送る生活の質”を意
味し，人間が生きている間の幸せ度を示す尺度として最
近使われるようになっている．
このような生活習慣病の予防あるいは改善そして QoL 

の向上には，日常生活における我々の健康状態を監視し，
医師による適切な助言あるいは診断を常時受けられるよ
うにすることが必要不可欠である．図 1 に示すように，
情報通信技術が著しく発展し，パーソナルコンピュータ
（PC：Personal Computer）や携帯電話等の情報端末を使う
と，我々はほとんど全ての欲しい情報を今日手に入れる
ことができるようになった．しかし，自らが問い合わせ
て自身の健康状態に関する情報をオンデマンドで取得で
きる健康監視システムは実現してきているが［2］～［4］，
日常生活における自身の健康状態を情報端末を使って誰
もがいつでも取得できるような常時稼働している（プロ
アクティブな） 健康監視システムはあまり多くは実現し

ていない．
本稿では，そのようなプロアクティブなシステムをユ

ビキタス健康監視システムと呼び［5］，それを構築する
ための鍵となる二つの技術，すなわち，センシング技術
と無線伝送技術について現状と将来展望を解説する．

バイタルセンサと
無線ボディエリアネットワーク2

バイタルサインは“生きている証”を意味し，脈拍あ
るいは心拍数，呼吸，血圧と体温の四つを通常指すが，
健康監視システムでは，血中の酸素濃度を示す酸素飽和
度や運動時に生じる加速度の変化等もバイタルサインに

原　晋介 Shinsuke Hara†

バイタルセンサの臨床データ取得と
そのユビキタス健康監視への応用
Data Gathering of a Vital Sensor and Its Application to Ubiquitous Health

Care Monitoring

†　大阪市立大学大学院工学研究科，大阪市
　　 Graduate School of Engineering, Osaka City University, Osaka-shi, 

558-0022 Japan

チケットが
予約できる

ニュースが
読める

天気予報が
分かる

（1）自分以外の情報を集めてくることは簡単だが

体重が最近 2 kg
増えたよ

血圧も少し
高いね

今日は体温が
高いね

（2）自分自身の健康に関する情報を集めてくることは
　　できない

図 1　通信端末を使った情報収集
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日常生活における我々の健康状態を常時監視し，通院するようになる前に生活習慣病を予防し，
また，万が一それが発病した場合には適切に指導することにより改善し治療することが，我々の

クオリティオブライフ（QoL：Quality of Life）の向上の観点から重要である．本稿では，そのようなシステムをユビキ
タス健康監視システムと呼び，それを実現するためのバイタルセンサ技術と無線伝送技術について解説する．

QoL ／生活習慣病／バイタルセンサ／無線ボディエリアネットワーク

Summary

Keywords

©電子情報通信学会 2011



22 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011

解説論文

含めて取り扱うことが多い．これらバイタルサインを測
定するものがバイタルセンサであり，我々のバイタルサ
インを無意識のうちにセンスするためのバイタルセンサ
には，低消費電力性，非侵襲性や非接触性が求められる．
一方，図 2 は，ユビキタス健康監視システムで重要な

役割を担っている無線ボディエリアネットワーク（無線
BAN： Body Area Network） を示している．無線 BAN は
身体の表面あるいは内部に装着されたバイタルセンサ
を無線でつないで構成されるネットワークである．無
線 BAN はスター形のネットワークトポロジをとること
が多く，バイタルセンサからのデータはコーディネー
タと呼ばれる装置に一度集められる．無線通信方式とし
ては無線パーソナルエリアネットワーク（無線 PAN：
Personal Area Network） ［6］ 等の無線通信方式が利用可能
であり，IEEE 802.15.6 ワーキンググループは新しい無線
BAN の標準規格を現在策定中である［7］．

情報通信システムとしての
ユビキタス健康監視システム3

図 3 は，ユビキタス健康監視システムを通信システム
として捉えた図である．コーディネータで集められたバ
イタルデータはパケット化され，携帯電話ネットワーク
やインターネット等の通信路を通り，最終的には通信先
の医師に届けられる．通信路ではパケットの受信確認の
ために ACK（確認応答）パケットが返送されるが，バイ
タルセンサはセンシングの機能しか通常持たないため，
情報の流れはバイタルセンサから医師への一方向とな

る．多くの人間がバイタルセンサを装着しユビキタス健
康監視システムを利用するようになると，医師のところ
には莫大な量のバイタルデータが届けられることになる
ので，医師に代わってバイタルデータを分類（トリアー
ジ，triage） し，重要なデータだけを医師にアラーム等を
使って知らせるトリアージエンジンが必要になる．
ユビキタス健康監視システムの特性を決定するのは無

線 BANとトリアージエンジンの能力である．無線 BAN

の能力はバイタルセンサのセンシング能力と無線伝送方
式のデータ伝送能力で決定される．ユビキタス健康監視
システムで使用するバイタルセンサは誰もが簡単に使え
るような単純な構造である必要があり，かつその装着場所
は必ずしも十分なバイタルデータが得られるところでは
ないかもしれない．また，有線伝送に比較すると無線伝送
の信頼性は一般的に低い．つまり，バイタルセンサで得ら
れたデータは無線 BANの無線伝送時にフェージングや体
によるブロッキングにより，その幾つかが失われてしま
うかもしれない．したがって，現状のバイタルセンシン
グ技術と無線伝送技術を使ってユビキタス健康監視シス
テムを構築した場合，どれくらいの精度のバイタルデー
タが得られ，また，無線によってどれくらいのデータロ
スが生じるかを明らかにすることは非常に重要である．
一方，トリアージエンジンの能力は使用するバイタル

データの種類と疾病の検出・分類精度で決定される．特
に，疾病の検出・分類では，ユビキタス健康監視システ
ムで検出できる疾病を確定した後に，その疾病の発生を
バイタルデータの中から即座に誤りなく見つける，つま
り検出見逃し確率を小さくすることと，バイタルデータ
から誤ってその疾病を検出しない，つまり誤検出確率を
小さくすることの両方が求められる．本解説論文の冒頭
でも述べたが，医療従事者等にオンデマンドで診断して
もらう健康監視システムは実現してきたが，常時診断を
可能とするプロアクティブな健康監視システムはあまり
多くは実現していない．研究開発例としては，特定の疾

WBANコーディネータ

心電位

酸素飽和度

加速度（運動量）

呼吸

図 2　ユビキタス健康監視のための無線ボディエリア
　　　　ネットワーク

バイタル
センサ

トリアージ
エンジン

無線
送信機

無線
受信機

無線
通信路 医師

無線ボディエリアネットワーク（無線 BAN）

…

図 3　 通信システムとしてのユビキタス健康監視システム
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病の在宅患者に対する症状の分類や予見を常時遠隔で行
うシステム［8］ や術後の在宅患者の運動状態の分類を常
時遠隔で行うシステム［9］ 等がある．

バイタルセンサの臨床データ取得4

心臓の収縮は右心房の右上部に存在する洞結節の電気
的発火によって起こり，それによる律動的電位変化をグ
ラフに表したものが心電図（ECG：Electro CardioGram） 
である．心臓付近に電極を装着し電位変化を測定するこ
と等により心電図は取得することができ，日常生活中の
心電図を連続的に記録するための医療機器としてホルタ
心電計が広く使用されている．
一方，製品として現在手に入る簡易形ワイヤレスバイ

タルセンサは幾つかあり，それらは心電，3軸加速度と
体温をセンスでき，かつそれらの性能はほとんど同じで
ある．また，これらバイタルセンサは多くの健康監視シ
ステムで使用されてきている［10］～［12］．
したがって，簡易形ワイヤレスバイタルセンサの心電

計測能力を検証することは，ホルタ心電計の能力と比較
することにより客観的に行える．その目的のため，2009 

年度に我々は健常者を被験者として臨床実験を行った
（図 4 ）［13］～［15］．被験者数は 67 名（男性 30 名，女
性 37 名），年齢は 21 ～ 49歳であった．ある簡易形ワイ
ヤレスバイタルセンサとホルタ心電計の両方を各被験者
に装着し，日常生活における 24 時間の心電データを両方

の装置で同時に取得した．バイタルセンサはセンスした
データを 2.4 GHz-ISM （Industrial, Scientifi c and Medical） 
帯の無線信号を使ってノート PC に伝送するので，被験
者には，外出時は PC をかばんに入れて持ち歩いてもら
い，また，家にいる場合は見通しの良い場所に PC を設
置してもらった．一方，ホルタ心電計はセンスしたデー
タを腰に装着したレコーダに有線で伝送する．
図 5 は，ある被験者から取得された心電波形の比較を

示している．ホルタ心電計は 5 電極を用いることにより
二つのチャネルで心電波形が測定可能なのに対し，バイ
タルセンサは 2 電極を用いるので一つのチャネルでしか
心電波形が測定できない．図中，周期的に発生している
スパイク状の波は R 波，また隣接する R 波間の間隔は
R-R 間隔とそれぞれ呼ばれ，通常，心拍数とは 1 分間の
R 波の平均個数を指す．R 波発生のタイミングと R-R 間
隔は三つの心電波形での間でそれぞれ等しく，電極方向
の類似性より，バイタルセンサの心電波形はホルタ心電
計チャネル 1 の波形とよく似ている．また，この図では，
約 1.0 sのところで期外収縮（不整脈） がバイタルセンサ
とホルタ心電計の両方で検出できている．更に，図 6 は，
データロス（後述） が比較的少なかった被験者 30 名の 24 

時間心電波形に対する，バイタルセンサとホルタ心電計
との間の正規化相互相関値を示している．全ての被験者
に対しバイタルセンサとホルタ心電計チャネル 1 との正
規化相互相関値は 0.7 以上が得られている．
一方，図 7 は，67 名の被験者全員に対する無線伝送

時のデータロス率の分布を示している．データロス率は
残念ながら非常に大きく，平均値は 0.22 であった．特
に，数人の被験者では 0.5 以上のパケット損率になって
いた．バイタルセンサはコイン形電池 CR2032（起電力
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図 5　取得された心電波形の比較

（a）被験者へのホルタ心電計と
 バイタルセンサの装着

（b）普段の生活の中でのデータ
 収集（歩行中）

（c）普段の生活の中での
 データ収集（勉強中）

（d）普段の生活の中でのデータ
 収集（睡眠中）

ホルタ心電計
の電極位置 バイタルセンサ
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図 4　バイタルデータの臨床データ取得
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は 3V） で駆動されており，48 時間程度は連続使用でき
る．心電データを取得した時間が 24 時間であることを
考慮に入れると，バイタルセンサの電池寿命がこのよう
な大きなパケット損率を招いた原因ではないことが分か
る．この原因は，PC のバッテリの寿命が約 8 時間であっ
たことである．被験者には，家に帰ったらすぐに PCに
電力ケーブルをつなぐよう指示していたが，それを忘れ
た被験者や，電力ケーブルをつないだが何らかの理由で
PC に電力が供給されなかった例が幾つかあった．

む　す　び5

ユビキタス健康監視システムに関しては，二 つの研究
開発項目があると考える．一つは，現状のセンシング技
術と無線伝送技術を使って“どのようなことができ，何
が原因でできないのか” を明らかにすることと，もう一 

つは，その結果を将来のバイタルセンサと無線通信技術

の開発に結び付けることである．これらの目的のため，
我々は，製品として現在手に入る簡易形ワイヤレスバイ
タルセンサのセンシング能力とデータ伝送能力を検証す
る臨床試験を行った．
簡易形ワイヤレスバイタルセンサのセンシング能力に

関しては，取得できた心電波形と医療用ホルタ心電計の
波形との間の正規化相互相関値は約 0.7であった．この
値は“強い相関” を表し，このバイタルセンサの波形は
医療用ホルタ心電計の波形とは完全に一致はしないが非
常によく似ていることを表す．このことにより，このバ
イタルセンサは心室頻拍や心室細動等の不整脈の検出に
は使える能力を持っていると思われる［16］．また，本臨
床試験で用いたバイタルセンサは接触形であったが，ポ
ケットに入れるだけで非接触で心電が計測できるような
心電計も開発されている［17］．
一方，簡易形ワイヤレスバイタルセンサの無線データ伝送

能力に関しては，そのデータロス率は非常に大きく平均で
0.22 であった．このバイタルセンサと同じように，無線 BAN 

は 2.4 GHz-ISM 帯の通信方式を当面は使用すると思われる
が，2.4 GHz 帯では回折がほとんど起こらないため，体に
よってセンサノード・コーディネータリンクが簡単に切断され
る．データロス率が大きいと心電図で発生する異常を見逃す
確率がそれだけ大きくなるので，無線伝送特性を改善しデー
タロス率を下げる方法を検討する必要がある．例えば，複数
のセンサノートと一つのコーディネータが体表面に装着された
場合，各センサノード・コーディネータリンクに協調伝送を用
いることによりその無線伝送特性は改善できる［18］．また，
コーディネータの役割は携帯電話が将来担うことが考えられ
るので，コーディネータを携帯電話端末とした実験の必要性
を感じる．
更に残された課題として省電力化がある．本臨床実験

で使用したバイタルセンサは 48 時間程度しか連続使用
ができない．この電池寿命は 1 日程度の臨床実験には十
分であるかもしれないが，プロアクティブなユビキタス
健康監視システムには全く不十分である．したがって，
電池寿命を飛躍的に長くする技術が必要不可欠である．
例えば，内部の信号処理を徹底的に省電力化することで，
このバイタルセンサとほとんど同じセンシングの能力を
持ち，かつ同じ電池を使い，約 2か月の連続使用を可能
とするバイタルセンサが開発されている［19］．また，微
小な振動や温度差を利用してエネルギーを発生させるエ
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ネルギーハーベスティングや無線電力伝送等の技術の進
展には近年著しいものがある．これらの技術の応用にも
期待したい．
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解　説

1.  ま え が き

民生分野における電波利用は，携帯電話や無線 LAN

（Local Area Network）などの無線通信機器の普及に伴っ
て拡大の一途をたどっている．医療分野における電波利
用は，入院患者の生体情報（心電図，心拍数，呼吸数，
血圧，体温，動脈血酸素飽和度等）を医療従事者へ無線
によって通知する「医療用テレメータ」が代表的なもの
であり，1970年代から医療機関において導入されてい
る ［1］．その他にも，心臓ペースメーカや埋込形除細動
器のような高度な医療装置を無線制御するための体内埋
込形医療用データ伝送システム（MICS: Medical Implant 

Communications System）が 2005年に法制化されている．
本稿では，医療分野において新しい電波を利用した診断
装置であるカプセル内視鏡について紹介する．
カプセル内視鏡は，錠剤ほどの大きさのカプセル形内

視鏡装置を水と一緒に飲み込み，体内からの無線映像伝
送によって小腸内部を観察することが可能な診断装置
である．体内のカプセル形内視鏡装置と体外のアンテナ
間は無線化されていることから，患者にとっては負担が
少ない検査になる．オリンパスの小腸用カプセル内視鏡
は，2005年 10月に欧州で販売が開始され，国内におい
ても 2008年 10月から販売が始まっている［2］．

2.  カプセル内視鏡システム

ここではオリンパスの小腸用カプセル内視鏡システムを例
として，システム構成と検査時の使用形態について述べる．
2.1 システム構成
カプセル内視鏡システムは，小腸用カプセル内視鏡

（図 1），受信装置（図 2），アンテナユニット（図 2），ビュ
ワー（図 2），ワークステーション（図 3）から構成される．
小腸用カプセル内視鏡のサイズは，直径 11 mm・長さ
26 mmであり，この端末内に LED（Light Emitting Diode）
照明付きの撮像装置，無線装置，バッテリを具備してい
る．1秒間に 2枚の画像を撮像して，これを無線装置（中
心周波数は 315 MHz）によって体外の受信装置へ送信
している．アンテナユニットと受信装置はドッキングし
て使用される．カプセル内視鏡から送信される電波の偏
波，放射パターン，通信距離による受信映像品質への影
響を少なくするために，アンテナユニットには 8個の受
信アンテナを用いてダイバーシチ受信を行う．これは受
信アンテナの中から受信状態の良い受信アンテナを選択
して復調を行うものである．復調後，受信データを信号
処理し，伝送された画像データを受信装置内の記憶素子
に蓄積する．検査時間が 8時間の場合，受信装置には約
6万枚の画像データが蓄積されることになる．ビュワー
は，受信装置にビュワーケーブルによって接続すること
で，カプセル内視鏡が撮像した画像をビュワー内蔵小形
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図 1　小腸用カプセル内視鏡 図 2　 受信装置（左上），アンテ
ナユニット及びビュワー

図 4　ワークステーションの操作画面図 3　 画像解析を行うワークステー
ション
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カラー液晶でリアルタイムに観察することを可能とする．
ワークステーションは，液晶モニタ付きのデスクトップ
PCから構成され，受信装置内の記憶素子から画像データ
を取り込み，専用ソフトウェア（図 4）によって医師によ
る読影作業を支援する機能が搭載されている．
2.2 検査の進め方
カプセル内視鏡検査では，前処置として腸内の内容物を
減らすため，検査を始める 8時間前から患者は絶飲食する
（少量の水は摂取可能）．検査直前になって，カプセル内
視鏡から送信される電波を受信するためのアンテナユニット
を装着する．各アンテナはアンテナカバーと呼ばれる袋状の
シートにそれぞれ収納して，患者の上半身の決められた位
置に貼付し，その状態で受信装置を腰に装着する．その後
で患者は水とともにカプセル内視鏡を飲み込む．飲み込ん
でから1～ 2時間経過した後，病院から外出して通常の生
活を行うことも可能である（図 5）．また，飲み込んでから 2

時間が経過した後からは水を飲むことができ，4時間経過
後からは食事の摂取もできる．飲み込んだカプセル内視鏡
は，消化管の蠕

ぜんどう

動運動によって小腸まで到達する．そして，
8時間後，アンテナユニットと受信装置を取り外して検査は
終了となる．フォローアップとして，排便時にカプセル内視
鏡が排せつされたことを確認する．未確認の場合は，投与
日から 2週間以内に X線撮影を行って，体内に残留してい
ないことを確認する．
2.3 システムの特徴
このように，カプセル内視鏡による検査は，水と一緒

に飲むだけで行える比較的に簡単な検査である．検査対
象である小腸は，胃・十二指腸から続く大腸までの消化
管で，口からも肛門からも遠い距離にある．また，曲が
りくねった複雑な構造をしているため，従来の内視鏡で

はなかなか観察が難しく，「暗黒大陸」とも呼ばれていた．
カプセル内視鏡は，患者の負担も少なく，小腸内を検査
できる医療機器としての期待が高まっている．
カプセル内視鏡の構造を図 6に示す．カプセル内視

鏡は，撮像装置のイメージセンサには高解像度 CCD

（Charge Coupled Device）を採用して，光学技術や画像
処理技術によって鮮明な画像と 145度の広い視野角を実
現している．また搭載している白色 LEDの照度をコン
トロールする自動調光機能を採用することによって，近
点のハレーションを抑えて，かつ，遠点は明るく照らす
ことでクリアな観察視野を実現している．
無線通信機能には微弱無線を利用しており，カプセル
内視鏡の無線装置を送信機能のみに限定することによる
低消費電力化を行っている．また，受信アンテナは体表に
貼付して使用することから，人体の比誘電率による波長短
縮を利用し，受信アンテナサイズの小形化を図っている．
リアルタイム観察が行えるビュワー（図 7）は，次に
挙げる三つの目的で利用される．一つ目は，検査前に
ビュワーを使ってカプセル内視鏡の動作確認が行えるこ
とである．カプセル内視鏡検査は撮影した静止画像を検
査後に医師が解析するシステムであることから，画像が
正常に撮影できているかは検査後の画像解析の段階に
ならないと分からない．ビュワーを利用することによっ
て，検査前に画像伝送の動作を確認することができ，安
心して検査を実施できる．二つ目は，検査中にビュワー
を通じて胃の通過を確認できる点が挙げられる．カプセ
ル内視鏡の動作寿命は 8時間程度であることから，胃で
長時間留まった場合には電池の消耗から小腸を観察する
時間が短くなってしまう場合が生じ得る．よって，ビュ
ワーの画像からカプセル内視鏡の位置を確認し，進み方
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高解像度 CCD 小形バッテリ

 無線送信装置
26 mm

11 mm

図 5　検査時の受信装置の
　　   装着状態

図 6　カプセル内視鏡の構造 図 7 　カプセル内視鏡から無線伝送さ
　　　れた画像をリアルタイムに観察
　　　できるビュワー
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が遅い場合には蠕動促進剤等を投与するといった医学
的措置を行うかどうかの判断することが可能になる．三
つ目は，検査中に大腸に到達したかどうか見ることがで
きる．大腸に到達していれば，早期の検査終了が可能と
なる．患者はアンテナが貼付されて受信装置を携帯する
不自由な状態から早く開放される．また，医療従事者に
とっても，読影に取り掛かるまでの時間を短縮できるこ
と，読影する画像データ数を削減できるメリットがある．
ワークステーションにおける医師の読影をサポートする機
能としては，粘膜色の差や微小な粘膜構造の観察を支援す
るために，画像再生時に 8段階に切り換えられる構造強調
機能などが具備されている．その他，図 8に示すように，
全検査画像の中から動きの大きい画像を自動選択して静止
画で一覧表示するオーバビュー機能を備えている．

3.  カプセル内視鏡における無線通信技術

3.1 利用可能な周波数帯

ここでは，カプセル内視鏡に利用可能な周波数につい
て考える．まず，国内における医療応用を主とした通信
用途の周波数割当には，以下に示す二つの周波数帯が存
在する．
（1） ARIB STD－21特定小電力無線局
　　（周波数は 420～ 430 MHz及び 440～ 450 MHz）
　医療用テレメータ用無線設備，占有帯域幅の上限値は
320 kHz．
（2） 体内埋込形医療用データ伝送システム
　　（周波数は 402～ 405 MHz）
　占有帯域幅の上限値は 300 kHzだが，これらの周波数
帯においては，許容される占有帯域幅が狭いため，カプ

セル内視鏡において必要とされる伝送速度を達成するこ
とが困難である．
広帯域な周波数を利用できる周波数帯という観点か
らは，微弱無線の利用が挙げられる．微弱無線は図 9に
示す電界強度以下（無線設備から 3 mの距離において）
の範囲で認められる無線利用である［3］．その他，無線
LANや Bluetoothなどの数MHz以上の帯域幅を利用
するシステムが使用する 2.4 GHz ISM（Industry Science 

Medical）帯が挙げられる．
これらの周波数帯でカプセル内視鏡に適した周波数は
どれになるだろうか．人体の電気定数（例えば人体の筋
肉組織では，400 MHzにおいて比誘電率が約 55，導電
率は約 0.8となる ［4］）から体内電波伝搬による減衰を
計算し，適した周波数を見いだすことが必要になる．

3.2 カプセル内視鏡に適した周波数帯
結論から述べると，システム構成で紹介したシステムで

は，無線通信における中心周波数を 315 MHzとした微弱
無線を用いている．なぜこの周波数帯が実際に利用されて
いるシステムで採用されているのか，ここでは考えてみる．
まずは，カプセル内視鏡において許容される電波伝搬
損を計算するために，受信機の受信感度を仮定する．例
えば，受信機のチャネル帯域幅（BW：Band Width）を
10 MHz，受信機の雑音指数（NF：Noise Figure）を 5 dB

とする．FSK（Frequency Shift Keying）変調を採用して
受信機で非同期検波を用いる場合，要求ビット誤り率
を 10－ 5とすると，所要信号対雑音比（SNR：Signal to 

Noise Ratio）は約 13 dBとなる．以上から，受信感度 Pr

は，以下の式から，約－86 dBmと計算される．
Pr ＝－174＋10log10BW＋NF＋SNR （dBm） （1）

体内における許容損失を計算するにあたって，考慮す
べき点は次のとおりである．1点目は，受信アンテナの利
得についてである．カプセル内視鏡による診断において

図 8　画像が一覧表示されるオーバビュー表示
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図 9　微弱無線局における電界強度の制限値
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とから，カプセル内視鏡に内蔵された小形バッテリを利
用しての 8時間動作の実現が困難になると思われる．
以上のことから，例として挙げたカプセル内視鏡シス

テムでは，8時間の確実な画像伝送の実現を優先すると
いう観点から，315 MHz帯の微弱無線局を採用している．

4.  将来への期待

一つ目の期待は機能についてである．現在は体内から
の映像伝送のみが機能として提供されているが，将来的
には薬剤放出の指示，体液採取の指示，マニピュレータの
操作等，体内から伝送された映像情報に基づくカプセル
内視鏡へのフィードバック制御機能の実装が期待されて
いる．フィードバック制御を行う場合，現在の単向通信か

使用される受信アンテナは，体表に貼付されるために小
形にする必要がある．よって，アンテナの効率は低くな
らざるを得なく，受信アンテナにおける損失として 10 dB

を考慮する．2点目は，微弱無線における電界強度に関す
る制約である．カプセル内視鏡の無線通信として微弱無
線局を仮定すると，送信機からの距離 3 mにおいて電界
強度が 500µV/m以下である必要がある．半波長ダイポー
ルアンテナを仮定すれば，アンテナに入力される入力電
力 Ptは，以下の式から－ 43.4 dBmと計算される．

Pt＝10 log10（（E・d）2/49）＋30 （dBm） （2）
E：電界強度 （V/m）
d：距離 （m）

以上から，カプセル内視鏡の送信出力を，微弱無線局
の規格を超えないようマージンを取って，Pt＝－45 dBm

とすれば，先に求めた受信感度 Prは－86 dBm，アンテ
ナ損失 10 dBを考慮して，体内組織の伝搬中に許容され
る損失は 31 dBとなる．
この許容される損失において，どの程度の通信距離
が達成されるのであろうか．図 10に示すような人体組
織等価の電気定数を持つ液体ファントムを使用した測定
［5］から，図 11に示すように，400 MHz付近における
距離当りの伝搬損は 2.5 dB/cmであることが分かった．
315 MHzにおいてもほぼ同じ減衰であるとすれば，許
容される伝搬損が 31 dBの場合，通信可能な距離は 12.5 

cmになる．これは小腸検査においては十分な通信距離
であると考えられる．
一方，2.4 GHzは利用できるであろうか．2.45 GHzに
おける距離当りの減衰量は 7.0 dB/cmであった．このと
き，12.5 cmの伝送距離では減衰量が 87.5 dBとなる．
315 MHzにおける減衰量と比較して，55 dB以上の利得
付加が必要になる．微弱無線局と比較して，受信アンテ
ナ損失値の改善や送信電力の増加によって，回線設計上
では通信可能とすることも可能である．しかしながら，
距離増加に対する減衰量増加の傾きが大きい 2.45 GHz

では，必要な通信距離が長くなるような場合（肥満体の
場合など）においては，映像伝送用の通信が切断する率
が高くなり，通信への安定性に問題が残ることが考えら
れる．また，消費電力の観点からも，例えば送信電力 Pt

を 10 dBmとすれば，2.4 GHzでも受信感度は－86 dBm

とすることができる．しかし，送信電力を 10 dBmにす
るためにはパワーアンプを実装することが必要になるこ
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図 11　液体ファントムを利用した距離減衰測定結果

15
0 
m
m

30
0 
m
m

d2

受信アンテナ

ファントム容器

d1

アンテナ
向き

図 10　液体ファントムによる信号強度測定



30 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011

解　説

ら双方向通信へ機能向上を図る必要がある．また，遅延時
間が少ないアクセス制御技術の実装が必要になる．フィー
ドバック機能の他，映像データの高品質化もまた必要な技
術である．周波数利用効率が高い通信方式を採用すること
によって，広視野・高解像度・高フレームレートを提供
可能な付加価値の高いカプセル内視鏡の提供が実現でき
る．ただし，低消費電力での動作は必須であることから，
半導体プロセス技術の進展並びに無線送受信機の回路構
成技術の双方において，技術進歩が必要になる．
二つ目の期待は電源についてである．現状のカプセル内
視鏡の動作時間は，内蔵電池の容量と，撮像装置と無線装
置の消費電力によって限定されてしまう．動作時間の伸長を
実現するためには，体内のカプセル内視鏡に対して，体外か
ら電源供給するワイヤレス給電技術が必要になる．
三つ目の期待はネットワークへの接続による遠隔から

のデータ伝送の実現である．カプセル内視鏡の受信装置
に蓄積された検査データは，受信装置を医療施設に持ち
込み，読影用ワークステーションへ読込みを行うまでは，
医師による読影作業を開始することができない．既存広
域ネットワークインフラストラクチャを利用することに
よって，例えば携帯電話を使用することによって検査
データを医療施設へ伝送することが可能になれば，検査
終了時から受信機を医療施設に持ち込むまでの時間を省
略することができ，利便性が向上するものと考えられる．

5.  む　す　び

カプセル内視鏡システムは，無線通信を導入することに
よって，これまで容易に検査が行えなかった小腸内を映像
によって検査を行えるようになり，検査時の苦痛も軽減され
た．このように，無線を利用することによって，医療従事
者と患者の双方に利益がもたらされる事例があることから，
今後も無線通信技術を利用する医療機器は増加するものと
考えられる．カプセル内視鏡における無線通信技術を含め
て，医療分野で利用される近距離ワイヤレス技術は，通信
品質の均一化や技術の発展・成熟が不可欠であることか
ら，仕様の標準化が必要になる．よって，無線ボディエリア
ネットワーク（BAN：Body Area Networks）標準化が進め
られている IEEE802.15.6 ［6］への期待は高い．
医療機器への安全な無線通信技術の利活用にあたって

は，標準化による技術の成熟だけでなく，新たな医療用周

波数帯の整備もまた検討する必要がある．微弱無線はキー
レスエントリーシステムなど，多数の電波利用装置で使用さ
れているため，電磁干渉問題への懸念が排除できない．医
療用周波数帯であれば，無線システム間での電磁波干渉が
生じる可能性が少なくなり，カプセル内視鏡の応用におい
ては，高品質な画像による消化器官診察の実現や，将来的
には薬剤放出やマニピュレータの高信頼制御を実現できる，
新たな付加価値を持つ機器が登場する可能性が高まる．ま
た，体内映像データの無線伝送だけではなく，無線による
電源供給（ワイヤレス給電）にも注目が集まっている．デー
タ伝送チャネルとの電磁干渉を避ける必要があるため，電
源供給用周波数帯の整備並びに医療機器への利用に際す
るガイドラインの整備もまた必要であると考える．
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1.  ま え が き

近年，手術室における技術革新が進んでいる．本来，
手術は医師の知識と経験に基づいて人の手で行われるも
のであるが，画像診断技術を取り込むことによって，手
術の質を向上させることが可能となってきている．例え
ば，オープンMRI（Magnetic Resonance Imaging，核磁
気共鳴画像法）を用いた脳外科手術においては，術中撮
影画像による手術ナビゲーションシステムが開発されて
いる［1］．これは術中にMRIで撮影を行うことにより，
腫瘍を取り除いている作業中において，どの部分が残
存している腫瘍であり，どこが正常組織かを術者に提
示するシステムである．この術中画像診断技術の採用
によって，腫瘍の取り残しを大幅に減少できるように
なり，5年生存率の向上が確認されている．また ,一般
外科の手術室においても，壁面に大画面液晶モニタを設
置し，手術スタッフ間で共有されるべき情報の表示が試
みられている．このような情報共有によって，手術中の
リスクを低減することが可能となる．近い将来には，全
てディジタルデータによって画像が取り扱われ，手術室
からシャウカステン（X線画像を読影する際に使用する
電灯付装置）が消えることも予想される．
進歩しているのは画像に関連した技術だけではない．

例えば，米国ベンチャー企業が製品化した手術用ロボッ
ト da Vinci ［2］は，手術室のオートメーション化を基
本コンセプトとして開発され，2010年現在，全世界で
1,000台以上が設置されるに至っている．手術用ロボッ
トの使用に際して，医師は車の操縦を習うようにして
ロボット操作を習得する．将来的には，こうした手術ロ
ボットを映像ナビゲーション技術と組み合わせることに
よって，高精度の手術が実現できるようになるものと期
待される．手術用ロボットの登場は特にセンセーショナ
ルであったが，人間の五感を駆使する外科手術の現場に

も，ディジタル化の波が押し寄せてきているといえる．
手術における情報通信技術導入によるリスク軽減への

期待が高まる一方で，手術室内で使用される医療機器間で
のネットワーク接続は普及していない．これは手術行為自
体が常に患者の生命に関わるリスクを抱えていることか
ら，手術中に使用される医療機器は安全に利用できること
が最優先されるためである．すなわち，医療機器には極力
シンプルでかつ高い堅牢性が求められ，図 1に示すよう
に，一般的にはスタンドアロン構成を採用していること
が，ネットワーク化普及のハードルともなっている．しか
しながら，先にも述べたように，外科手術は年々進歩し
ており，特に映像データを扱う内視鏡を用いた手術の際に
は多くの医療機器が使用される．将来的には，医療機器間
がネットワーク化されて，各医療機器のステータス情報や
映像情報を一元管理する統合化の動きが進むものと考え
られる．術中における多様な情報を効果的に利用すること
で，手術自体の精度向上並びにリスク軽減が期待される．
本稿では，ネットワーク技術の導入―特に無線通信

ネットワーク技術が手術用システムへ与えるメリットと
デメリットについて，手術用ロボットを例として挙げて
述べたい．以降，手術室内で利用される医療装置と安全
利用に関する動向を述べた後，手術用ロボットにおいて

電気メス，超音波凝固切開装置 胃カメラ，超音波エコー装置

図 1　手術室へ持ち込まれる医療機器の例［3］
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要求される通信技術について触れる．その後，脳外科手
術用ロボットへの無線通信導入の実験結果を示し，実験
結果から得られた課題から，無線通信技術進歩への期待
について述べる．

2.  外科手術の現場

一般的な外科手術室の広さは 10 m×10 m前後であっ
て，中央付近に手術台が設置される．図 2に示すように，
手術が行われていないときは広く感じるが，手術中には医
師や看護師などのスタッフが，少なくとも 4～ 5名が手
術台を取り囲む．スタッフは手術中には移動し，必要に応
じて手術用の医療装置を持ち込むことから，手術室内で自
由に利用できる空間は限定されている．また，手術室内は
手術台を中心とした清潔野とその周辺の不潔野とに区別
され，清潔野はドレープで覆われることから，スタッフは
動きに制約を受ける．そこで，手術を行うスタッフの動線
を妨げないように，無影灯（手術用の照明）は早くから天
井つりタイプのものが導入された他，内視鏡手術に使われ
るタワー（様々な装置が入った専用ラック）も最近は天井
つりタイプとする施設が増えている（図 3）．設置に比較
的大きな空間を要する麻酔関連の装置であっても，天井
つりタイプのものが開発されている．このトレンドは，
床に横たわるケーブル類を減らすことによって，スタッ
フの移動における制約を削減し，手術中におけるリスク

を低減させることを目的としている．
外科手術で用いられる装置は，一般的には，電気メス

をはじめとするエネルギーデバイスと呼ばれる装置や，画
像診断装置等，2～ 3種類に限られている．これらの装置
は必要なときのみ手術室内に運び入れて使われることが
多い．したがって，ケーブル敷設を行った状態で機器が固
定設置されることはなく，使用する都度に接続を行う必要
がある．先に述べたような医療機器をネットワーク化す
る際には，一時的に使用される装置を含めて，手術の度に
ケーブルによるネットワーク接続を行うことになる．

3.  手術システムへの無線通信技術の導入

手術システムの例として手術用ロボットを挙げて，無
線通信技術が導入されることによるメリットとデメリッ
トを考える．手術用ロボットシステム da Vinciはマス
タ・スレーブ方式を採用している．マスタ部分は執刀医
が操縦するコンソール形のユニットとなっており，手術
室の片隅に置かれる．一方，スレーブ部分は手術器具を

 

（a）手術室の全景  

 

（b）手術中の様子 

 

図 2　外科手術現場の例 ［4］

無影灯

（a）無影灯とモニタ

（b）内視鏡タワー 

図 3　手術室内機器の設置例
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マニピュレートするロボットカートとして構成され，手
術台脇にセットされる．これらコンソールとロボット
カートは制御ラインで接続される必要があるため，多数
の配線ケーブルが床をはうことになる．ケーブルを床に
はわすことはスタッフの行動へ制約を与えることから避
けるべきであり，またネットワークを構成する際の配線
はスタッフの作業負荷となる他，接続ミスが生じる原因
ともなり得る．このことから，制御ラインやネットワー
ク接続への無線通信の導入は，行動範囲への制約削減並
びに配線作業の不要化のメリットがある．また，配線に
よって清潔野を汚す懸念もなくなることもメリットとし
て挙げられる．しかしながら，無線化を実現するために
は課題も存在する．手術用ロボットにおいては，手術者
が必要とする解像度・伝送遅延を担保する映像データの
無線伝送に加えて，映像データを元にしたフィードバッ
ク制御においてもリアルタイム性が求められる．また，
伝送されるコンテンツの情報保護についても配慮が必要
である．

4.  脳外科手術用ロボットを用いた評価

ここでは，著者らが開発を進めている脳外科手術用ロ
ボットシステム［5］を例として，手術用システムにおけ
る無線通信技術への要求を示す．また，このシステムに
無線通信技術を導入した際の性能評価を行ったので，こ
の結果を示す．

4.1  脳外科手術用ロボットの構成
この手術用ロボットは，医師が操作したとおりにマ
ニュピレータが動く da Vinciとは異なり，自動操縦の要
素を含んでいる．具体的には，診断画像をシステムに取
り込んでモニタ画面に表示，治療する領域を医師が指定
することにより，後は自動制御でレーザ照射による治療
を行うコンセプトである．図 4に構成及び実験機の外
観写真を示す．治療用のレーザヘッドは術野を観察する
CCD（Charge Coupled Device）カメラと一体化して照射
ユニットを構成し，医師による制御用端末からのコマン
ド入力によって，移動ステージが駆動して指定された
領域内をレーザ照射する．指定された輪郭内を照射し終
えると，自動的にレーザ照射及び移動ステージ動作が停
止する機構を有する．制御用端末は医師が操作するコン

ソールの役割を果たし，モニタは手術の実視野と診断画
像とを映す．制御用端末とレーザ照射ユニット間は，映
像信号と制御信号とをやり取りするケーブルで結ばれて
おり，このケーブルがシステムの生命線となる．
次に，この手術用ロボットシステムにおいて，制御用

端末とレーザ照射ユニット間の無線化における要求仕様
を考える．映像信号については，HD（High Difi nition）
画質相当のデータを伝送する必要があり，制御信号につ
いてはリスク回避の観点から 10 ms以下の応答速度が
求められる．映像データによって制御信号が送信され
る映像誘導システムであるため，遅延時間への要求か
ら，MPEG（Moving Picture Expert Group）等のフレーム
相関を利用する動画像符号化の採用は適さないことにな
る．医師は常に治療中の映像を見ながら，万一危険を感
じた場合には即時レーザ照射を停止しなければならない
ため，映像信号が途絶えることは重大なリスクを生むこ
とになる．また，制御信号が途切れることによって，移
動ステージが途中で停止したり，誤動作したりすること
があってはならない．以上のように，無線通信を導入す
るにあたっては様々なリスク分析を行った上での導入が

 
（a）システム構成

（b）外観（左：カメラとレーザヘッド，右：医師が操作を
　　行うコンソール端末）

 

コンピュータ制御レーザ手術ロボットシステム

図 4　脳外科用レーザ手術ロボットの概要 ［5］
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不可欠となる．手術室内で利用される場合，本手術用ロ
ボットシステムの無線化に対する要求を整理すると以下
のようになる．
①　遅延時間は 10 ms以下とすること
② 　一般的な手術室環境（金属物が多く存在，人の往
来有，10 m× 10 mのサイズ）においても通信遮断
が起きないこと

③ 　手術室内外の無線ネットワーク及び電磁雑音源に
よる干渉に対してロバストであること

以上の要件を満たし得る無線通信の候補として，60 

GHz帯無線伝送が挙げられる．この周波数帯では，数 m

程度の近距離において 1 Gbit/sを超える実効伝送速度を
提供する方式が登場している［7］，［8］．また，周波数が
高いことから距離減衰が大きいため，手術室内外でのシ
ステム干渉は生じにくく，また手術室内で発生する環境
雑音とも周波数を異にする ［6］．IEEE 802.15.3cなどの
物理層標準仕様も策定されていることから，今後，実装
技術の成熟にも期待ができる．手術室内における 60 GHz

帯無線利用については，IEEE802.11においても利用モデ
ルとして議論されるなど，注目を集めている ［9］．

4.2   無線利用による手術用ロボット制御実験 ［10］
60 GHz帯を利用する無線通信を手術用ロボットへ適

用した実験を行った．脳外科用手術ロボット実験機に
おいて，CCDカメラの映像信号を無線で制御端末へ伝
送するシステムを構築した．実験で使用した CCDカメ
ラ及び無線通信の各仕様を表 1に示す．CCDカメラは
SXGA（Super eXtended Graphics Array）対応で，フレー
ムレートは 30フレーム /秒であり，GigE Visionイン
タフェースを備える．無線通信は NECエンジニアリン

グ製 BB.LiNK ［11］を用いた．実測における最大スルー
プットは 900 Mbit/sを超えたことから，SXGAレベル
の解像度を有する動画データでも非圧縮で伝送可能で
ある．送受信機間距離を 4.5 mとしたとき，制御端末と
CCDカメラ間のラウンドトリップ時間は 1 ms以下で
あった．よって，遅延時間に関する要求条件も満たされ
ている．距離を 4.5 mとした理由は，10 m× 10 mの手
術室中央に CCDカメラを含む照射ユニットが配置され，
部屋の隅に制御端末は配置される場合を想定しているた
めである．
このシステムにおいて，無線伝送される映像データ

による誘導の下，既定照射パターンをレーザ照射させる
実験を行った．照射の誤差から性能を評価する．伝送距
離は最大 4.5 mとした．レーザスキャン速度は，脳外科
手術治療と同じ 4 mm/sで行った．結果，レーザ照射中
において，リアルタイムでモニタしている映像には遅延
は感じられず，また描かれた既定パターンの精度におい
ても，有線の場合と同等の性能を示すことが分かった
（表 2）．一方で，送受信機間を人が遮る場合には通信中
断が生じることが分かった．適応ビームフォーミングの
採用 ［12］など，60 GHz帯無線利用における通信遮断
への対策技術も登場していることから，将来的には解決
されるものと期待している．60 GHz以外の周波数帯の
利用については，5 GHz帯を利用した手術室内モニタ無
線映像伝送システムが製品化されていることから ［13］，
HDTV伝送用 5 GHz帯無線システム ［14］もまた評価を
行う候補となり得る．

5.  む　す　び

今後，診断と治療が融合していけば，手術場において
も画像を含めた大容量データのやり取りが不可欠とな
る．通信手段を無線で統一できれば，少なくとも情報通
信系の電気配線ケーブルからは開放され，手術スタッフ
にとっては作業効率の向上などの大きなメリットとな
る．しかしながら，これまで述べてきたとおり，手術室

表 1　 無線伝送制御実験における諸元

（a） CCD カメラ
　　 製品名 JAI 社製　CB-140GE 
　　 画素数 1,392（h）×1,040（v）

 フレームレート 30 フレーム /秒

 インタフェース GigE Vision

（b）60 GHz 帯無線伝送システム
　　 製品名 NEC エンジニアリング社製　BB.LiNK
　   伝送方式 双方向全二重通信

　   伝送速度 最大 1.25 Gbit/s

 インタフェース 1000 BASE-SX

表 2　無線伝送制御によるレーザ照射結果

接続方法 照射誤差

有線接続（参考値） 0.04 mm
無線接続（距離=1.5 m） 0.06 mm
無線接続（距離=3.0 m） 0.04 mm
無線接続（距離=4.5 m） 0.04 mm
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内は安全が第一優先であるため，伝搬経路遮断等による
回線切断など，無線特有の問題は深刻なリスク要素とな
る．特に治療に直接関わる装置の通信エラーは重篤な医
療事故につながりかねないため，そのリスクをマネジ
メントする必要がある．無線利用にあたっては，手術
室の通信環境やあらゆる電磁干渉の可能性を精査した
上で，その対策を講じて確固たる信頼性を確立しておく
必要がある．こうした問題は，これまでの医療機器の歴
史の中では未経験の領域であり，導入時のリスクマネジ
メントに関わる規格や，その利用に際するガイドライン
［15］の整備もまた今後必要になると考えられる．
別の観点として，セキュリティ面での課題も存在す
る．患者やその親族しか知り得ない患者本人の個人情報
を扱うリスクである．手術室外への信号のリークや故意
による傍受を防ぐためには，手術室内を電磁波的に閉じ
られた空間にする配慮が必要となる可能性もある．手術
室内のみならず，病院施設全体の無線ネットワークとい
う枠組みで考えることも必要である．
以上で述べたように，手術室内の無線化は手術室内の
ハイテク化を支援するとともに，医療スタッフの作業効
率を高める上で大きなメリットをもたらすことが期待で
きる．その一方で，通信品質とセキュリティ面における
リスクに関しては，他の応用分野とは異なる次元で議論
されるべきであり，今後無線利用を進めていくに際して
は，医療現場に立脚した見地より技術横断的な取組みが
必要であると考えられる．
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解説論文

まえがき1

アンテナ技術は単に通信や放送だけでなく，治療，診
断，医療情報伝送など，医療分野にも幅広く応用されて
いる．アンテナ技術の治療への応用については，電磁波
（特にマイクロ波）が人体に与える熱的作用，すなわち適
度な温度上昇あるいは焼しゃく・凝固等の現象を用いて
いる．それらの主なものとして，
・ がんのハイパサーミア（Hyperthermia；温熱療法）
［1］～［3］
・ がんの焼しゃく療法（Ablation）／凝固療法（Coagulation）
［4］，［5］
・ 不整脈治療（カテーテルアブレーション）［6］
・ 前立腺肥大症の治療 ［7］

などがある．最近では，これらを総称して英語では
“Thermal Therapy”と呼ばれることが多い．まさに患部の
温度（Thermal）上昇を用いた治療法（Therapy）である．我
が国でも「サーマルテラピー」などと呼ばれる代替療法
があるが，本論文で述べる“Thermal Therapy”とは区別す
る必要があろう．なお，これとは別に，温度を下げる低
温療法（Hypothermia）も温度変化を用いるということで
Thermal Therapyに入れる場合があるが，ここでは前記の
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意味で Thermal Therapyという用語を用いることにする．
Thermal Therapyあるいはハイパサーミアに関する学

会として，北米には STM（Society for Thermal Medicine），
ヨーロッパには ESHO（European Society for Hyperthermic 

Oncology），アジアには ASHO（Asian Society for Hyperthermic 

Oncology），そして日本には日本ハイパーサーミア学会（英
語名称は JSTM：Japanese Society for Thermal Medicine）
が存在し，それぞれ活発に活動しているとともに，互い
に連携している．特に，全てに共通した国際論文誌とし
て International Journal of Hyperthermia（通称，オレンジ
ジャーナル；表紙の色がオレンジ）はこの分野で高い評価
を得ている．また，4年に 1回，国際会議（ICHO）が世界
各地で開催され，次回は 2012年に日本の予定である．関
連した学会としては，IEEE（主に AP-S, EMB-S, MTT-S）
及び BEMS（Bioelectromagnetics Society）などがよく知られ
ている．
本論文では，2. で Thermal Therapyとして用いられる

幾つかの手法や動作原理の違い，及び代表的な性能評価
方法について述べる．3. ではマイクロ波で用いられる加
温方式・システム及び主な加温用アンテナを概説すると
ともに，一例として同軸スロットアンテナについて説明
する．4. では，Thermal Therapyの実用化に向けた研究・
開発の現状と課題を幾つかの視点から述べ，最後に 5. で
むすびとする．

伊藤公一 Koichi Ito†

Thermal Therapy実用化のための
アンテナ技術と課題
Antenna Technologies for Thermal Therapy

小特集：通信技術で医療の世界が変わる

†　千葉大学大学院工学研究科メディカルシステムコース，千葉市
　　 Department of Medical System Engineering, Chiba University, 

Chiba-shi, 263-8522 Japan

アンテナ技術は通信や放送だけでなく，医療分野にも幅広く応用されている．アンテナ技術の
治療への応用については，電磁波が人体に与える熱的作用（適度な温度上昇あるいは焼しゃ

く・凝固等の現象）を用いており，最近では “Thermal Therapy” と呼ばれることが多い．本論文では，最初に Thermal 
Therapy として用いられる幾つかの手法や動作原理及び使用周波数の違い，更に代表的な性能評価方法について述べる．
次に，マイクロ波で用いられる加温方式・システム及び主な加温用アンテナを概説するとともに，一例として臨床応
用されている同軸スロットアンテナについて説明する．続いて，Thermal Therapy の実用化に向けた研究・開発の現状
と課題を幾つかの視点から述べる．
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Thermal Therapyとは？2

前述のように，Thermal Therapyには様々な治療法が
あるが，その装置の基本構成は一般的に図 1のように
表すことができる［3］．ただし，治療法によっては冷却
部あるいは温度計測部を省略する場合もある．Thermal 

Therapyは，適用する温度範囲の違いにより，ハイパサー
ミア（温熱療法）及びアブレーション（焼しゃく療法）あ
るいはコアギュレーション（凝固療法）の二つに大別で
きる．また，使用する周波数の違いにより，ラジオ波及
びマイクロ波と呼ばれる帯域が主として用いられる．こ
こでは，それらの違いについて概説するとともに，代表
的な性能評価方法について簡単に述べる．

2.1　ハイパサーミアとアブレーション

ハイパサーミアは，がん組織と正常組織との間にある
温熱感受性の差を利用した治療法である．これまでの生
物学的研究から，生体組織をおよそ 42～ 45℃程度に加
温することにより，正常組織にはあまりダメージを与え
ず，がん組織の生存率が急激に低下することが知られて
いる［1］．したがって，的確に加温することができれば，
がん組織のみを選択的に殺傷することが可能である．実
際には，がん組織のみを 42～ 45℃程度に一様に加温す
ることは困難であり，しかも腫瘍の内部は 45℃以上に
なっても特に問題ないといわれているため，「温め残し」
がないように腫瘍の辺縁部が確実に 42℃以上となるこ
とが重要である．ときどき，ハイパサーミアの治療後に
がんが再発したということを聞くことがあるが，多くの
場合は「温め残し」が原因と思われる．また，ハイパサー
ミアは，従来のがん治療法と比べて副作用が少ないのも
大きな特長である．なお，治療に要する時間は 30分～

1時間程度である．
放射線治療と併用すると，41℃程度の加温（41℃程度

の加温をマイルドハイパサーミアと呼ぶ）でも十分に放
射線治療の効果を高めることが知られている ［1］．容量
が大きいがん組織は放射線治療だけでは十分な治療効果
が得られにくいといわれているが，これはハイパサーミ
アとの相乗効果が大きいことから，ハイパサーミアと放
射線治療はよく併用される．後述の 4.3で一例を紹介す
る．また，ハイパサーミアは抗がん剤と併用しても，抗
がん剤の効果を増強させることができる．更に，体を温
めることによって免疫力が活性化されるといわれてい
る．免疫力が高まると，がん組織を自分自身の力だけで
排除する働きが高まるため，最近では，免疫力を高める
効果を期待してハイパサーミアを行うことも多い．
一方，アブレーションとは，もともと「取り除くこと，

切除すること」という意味である．医学的には，カテー
テルの先端から高周波電流を流して，接している生体組
織を小さく焼き切ることが以前より行われている．よく
知られた例としては，不整脈治療の目的で心臓へカテー
テルを挿入するカテーテルアブレーションなどがある
［6］．また，コアギュレーションは名前のとおり，生体組
織を高温にして凝固させる手法であり，肝臓がんなどに
適用されているほか，手術の際の止血にも用いられてい
る．いずれにしても，生体組織の温度を 60～ 70℃以上
にするため，治療時間は数分間程度と短くて済むが，正
常組織に対する損傷はある程度避けられない．

2.2　ラジオ波とマイクロ波

Thermal Therapyに使用される周波数の違いにより，ラ
ジオ波及びマイクロ波と呼ばれる帯域が主として用い
られる．低い周波数を意味するラジオ波としては，RFA

（Radio Frequency Ablation，ラジオ波焼しゃく療法）に用い
られる数百 kHz帯や誘電加温に用いられている 8 MHzや
13.56 MHzが代表的である． 

RFAは近年，肝臓を中心に急速に行われるようになっ
た治療方法である．この治療は，図 2に示すように，直
径 1～ 2 mmの針状電極をがん組織内に挿入するととも
に，体表に面状の外部電極を貼付し，高周波電流を電極
間に流して加熱（焼しゃく）する方法である．一般的には
大きさが約 3 cm程度までのがん組織に適用可能とされ
ている．細い針電極を刺すだけであるため，外科的治療

解説論文：Thermal Therapy実用化のためのアンテナ技術と課題
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図１　Thermal Therapy 装置の基本構成
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法に比べて患者の負担が少ない治療法の一つである．現
在では，肝臓だけでなく肺や腎臓の腫瘍などに対しても
行われるようになりつつある．
誘電加温は図 3（a）に示すように，腫瘍の存在する人

体を二つの電極で挟み，そこに高周波電圧を印加するこ
とにより腫瘍を加温治療するというものである．実際に
は，数十MHz以下の周波数では人体内部における誘電
損による発熱は小さく，図 3（b）に示すように，人体内
部を流れる電流によるジュール熱が支配的といわれてい
る．現在，我が国においてハイパサーミア用治療装置と
して開発され，最も多く使用されているのがこの原理に
基づく装置である．これは図 3（a）のようにボーラス（水
袋）により人体表面を強制的に冷却し，1 kWを超える電
力を与えて人体深部加温を可能にしている．
これに対し，マイクロ波としては，2.45 GHzが代表

的であり，それ以外には 915 MHzや 430 MHzなども用
いられることがある．基本的には加温用アンテナ（この
分野ではアプリケータとも呼ばれる）から放射される電
界が生体組織に吸収されることにより生ずる発熱を利用
するもので，電子レンジと同じ原理である．なお，一般
的には生体組織の損失が大きいため，アンテナ近傍電界
が支配的である．他の解説でたびたびハイパサーミア用
アンテナの自由空間における「指向性」を表示している

例を見かけるが，ほとんど無意味であることは理解して
頂けよう．Thermal Therapyに使用されるマイクロ波帯
のアンテナについては 3.で詳しく述べるが，ラジオ波で
は対になった電極が必要であるのに比べ，マイクロ波で
は一つのアンテナで済むため，アプリケータの設計や治
療時の取扱いが容易である．

2.3　性能評価

Thermal Therapyに用いられる加温用アンテナの性能
評価においては，通信用アンテナのそれとは異なった
検討を行う必要がある．加温用アンテナの最も重要な性
能評価指標として式（1）に示す SAR（Specifi c Absorption 

Rate，比吸収率）分布が用いられ，これは，単位質量に単
位時間当りに吸収されるエネルギーを意味する． 

SAR = σ
ρ E

2（W/kg） （1）

σ：生体組織の導電率（S/m），ρ：生体組織の密度（kg/

m3），E：電界（実効値）（V/m）
SAR分布は，加温パターンに相当し，また，式（1）よ

り生体組織中での電界強度の 2乗に比例することから，
いわば電力パターンである．その数値そのものはアンテ
ナへの入力電力を調整することにより容易に制御でき
るため，加温用アンテナでは SARの分布形状が重要で
ある．すなわち，加温したい患部周辺に，いかに電界を
分布させるかが重要である．なお，アンテナの入力イン
ピーダンスは，電磁波の発生装置と整合していることが
望ましいものの，通常はインピーダンス整合よりも SAR

分布形状の方が重視されることが多い．
SAR分布は，モーメント法，FDTD（Finite Difference 

Time Domain）法，有限要素法などの数値解析手法を用い
ることにより算出することが可能であり，また，生体等
価ファントムを用いることにより，SARを実測すること
も可能である．液体ファントムと微小電界プローブによ
る“電界検出法”［8］や固形ファントムと赤外線カメラ
を用いる“サーモグラフィ法”［9］などが有効である．
更に，数値計算手法を用いれば，算出された SAR分布

を生体組織内の発熱源と位置付け，文献［10］に示されてい
る式（2） の生体熱輸送方程式を数値解析することで，生体
内における温度分布を推定することも可能である．ただし，
この場合には，生体組織の電気的特性のみならず，その熱
的特性や血流量なども考慮する必要がある［11］．

外部電極

電極

体表

RF 電源

電流
腫瘍

図２　RFA の構成図

ボーラス
電極 電極

電極電極

人体

RF
電源

電流

電流
腫瘍

（a）構成図 （b）原理図 

図３　ラジオ波を用いた誘電加温
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ρ κ ρρ ρc T
t

T c F T Tb b b
∂
∂

= ∇ 2 － － SAR（ ）＋・  （2）

T：温度（℃），t：時間（s），ρ：生体組織の密度（kg/

m3），c：生体組織の比熱（J/（kg･K）），κ：生体組織の熱
伝導率（W/（m･K）），ρ b：血液の密度（kg/m3），cb：血液
の比熱（J/（kg･K）），F：血液流量率（m3/（kg･s）），Tb：
血液の温度（℃）．

マイクロ波加温用アンテナ3

治療の対象となる腫瘍の形や大きさ，その場所あるい
は周辺の状況は様々であるため，これまでに幾つかの異
なる加温方式・システムが提案されている．更にそれら
の加温方式・システムを実現するため，数多くのマイク
ロ波アンテナが考案され，実用にも供されている．ここ
では，マイクロ波で用いられる加温方式・システム及び
主な加温用アンテナを概説するとともに，一例として同
軸スロットアンテナについて説明する．

3.1　加温方式・システム

加温方式としては，図 4に示すように，アンテナを人
体外部に置くか人体内部に挿入するかによって「外部加
温」方式と「内部加温」方式に大別することができる．一
般に，マイクロ波エネルギーが生体組織中で伝搬できる
のは，ほんの数 cm以下であり，周波数が高くなるに従っ
てその距離は短縮することが知られている．そのため，
外部加温方式は原則として人体表面あるいは比較的浅い
ところに局在している腫瘍に用いられる．これに対し，
内部加温方式は侵襲的ではあるが人体深部の腫瘍に適し
ている．また，腫瘍の大きさが数 cmを超える場合には，
それをカバーするように複数本のアンテナを適当な間隔
で刺入する方法がよく用いられる．

図 5は，マイクロ波を用いた外部加温システムの基本
構成を示す．使用周波数は 2.45 GHzが多いが，それ以外
に 915 MHz及び 430 MHz等も用いられる．また，アプ
リケータとしては，導波管タイプのアンテナ，スパイラ
ルアンテナあるいはパッチアンテナ（マイクロストリッ
プアンテナ）等が開発されている．浅在性の腫瘍を治療
対象とする場合，体表面が過剰温度になることを防ぐた
め，アプリケータと体表面との間にボーラスを挿入し，
冷水を環流させることにより表面冷却を行っている．
腫瘍に直接挿入するタイプのアプリケータを用いたマ

イクロ波組織内加温システムの基本構成を図 6に示す．
腫瘍の大きさに合わせて，複数本の細いアンテナを 15～
20 mm程度の間隔で刺入して直接加温を行う．実際の治
療では，生体組織中に温度センサを複数刺入して測温を
行い，そのデータによりマイクロ波発振器の出力を変化
させ，腫瘍温度のフィードバック制御を行っている．本
システムでは細いアンテナを腫瘍まで刺入する必要があ
るが，少ない電力で効率良く加温することが可能であり，
また，周囲への漏れ電磁波も非常に少なく，他の医療機
器や従事者に与える電磁波の影響はほとんど無視できる．

人体

人体

非侵襲形
アンテナ

侵襲形
アンテナ

腫瘍
腫瘍

（a）外部加温 （b）内部加温

図４　マイクロ波加温の方式
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図５　マイクロ波外部加温システムの基本構成
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一方，マイクロ波凝固療法は，主に比較的小さながん
（例えば肝細胞がん）の治療に用いられる手法であり［5］，
通常は 1本の細いアンテナを患部に刺入し，マイクロ波
を照射することにより，腫瘍を高温に加熱して凝固させ
る治療法である．通常，アンテナへの入力電力は数十W，
治療温度は組織の凝固が生じる 60℃以上，治療時間は
数分程度である．マイクロ波凝固療法においても，細い
アンテナを体内に刺入し，目的部位のみを加熱するとい
う点では組織内ハイパサーミアと共通であるが，細かい
温度制御は行わないことが多い．

3.2　アンテナの種類

マイクロ波加温に用いられる代表的なアンテナの種類
を図 7に示す．空間放射形及び接触形は前述のように，
外部加温方式の代表例であり，人体表面あるいは比較
的浅いところに局在している腫瘍の治療に適している．
これらは非侵襲形であり取扱いは比較的容易であるが，
アンテナと人体表面の隙間からの電磁波漏えいには注意
する必要がある．また，一般的に表面冷却のため，エネ
ルギーの利用効率が悪く，大きな電力を必要とする．
腔内挿入形は食道がんや直腸がん等の治療に適してお

り，アプリケータとしてはダイポールアンテナやヘリカルアン
テナ等がよく用いられる．アプリケータの長さ方向に不必要
な発熱分布が生じないようにアンテナを設計することが重要
である．また，内視鏡と組み合わせることによる治療（鉗

かんし

子
口に長いアンテナを挿入する）も可能である．組織内刺入形
は，細いアンテナを腫瘍まで刺入し，直接加温する方法で
ある．侵襲タイプではあるが，エネルギーの利用効率が良
く，小電力で加温することが可能である．アプリケータとし

ては，モノポールアンテナや細いヘリカルアンテナ及び同軸
スロットアンテナ等が用いられている． 

以下に，外部加温方式のアンテナを 2例紹介する．図 8

は 100 MHz程度の電磁波を用いた外部加温用フェーズ
ドアレーアンテナの一例である．人体外部に複数の小形
アンテナ（図 8では 6台）を配置し，それらの励振位相
及び振幅を調整することにより体内の腫瘍を選択的に加
温する構成となっている．なお，各アンテナからの電磁
波を効率良く人体内部に浸透させるため，アンテナと人
体表面の間には適度な濃度の食塩水を充填したボーラス
が配置されている．加温装置は大形となるが，使用周波
数が比較的低いため，人体深部あるいは大容積の腫瘍の
治療に適しているといわれている．
図 9は，乳がん治療用の 8素子スパイラルアレーアン

テナである［12］．動作周波数は 915 MHzであり，個々の
スパイラルアンテナの振幅を調整することにより，加温
パターンを腫瘍の形状に合わせて制御することができる．

3.3　同軸スロットアンテナ

前述したマイクロ波組織内ハイパサーミア及びマイ
クロ波凝固療法に用いられる細いアンテナの構造及び試
作アンテナの写真を図 10に示す．このアンテナは同軸
スロットアンテナと呼ばれ，直径 1 mm程度の細いセミ
リジッド同軸ケーブルの先端を短絡し，外導体の一部を
リング状に取り除きスロットを数個設けた構造をしてい
る［13］．このスロットの位置及び個数を変化させること
により，アンテナ軸方向の加温パターンをある程度制御
することが可能である．なお，治療時には，医療上の安
全を考慮しカテーテルに挿入して用いられる． 

接触形空間
放射形

腔内
挿入形

組織内
刺入形

腫瘍

電源
ボーラス
（食塩水）

腫瘍

アンテナ

人体

導体壁

電源
ボーラス
（食塩水）

腫瘍

アンテナ

人体

導体壁

図７ 　 マイクロ波加温に用いられる代表
的なアンテナの種類

図８ 　 外部加温用フェーズドアレー
アンテナの一例

図９ 　外部加温用スパイラルアレーアンテナ
　の一例［12］
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ハイパサーミアにおいて加温する体積を広げ，腫瘍の形
状に合わせるため，複数本のアンテナを用いてアレーアプ
リケータとして使用する．一例として，6本の同軸スロッ
トアンテナにより構成したアプリケータの温度分布（計算
結果）を図 11に示す．ここで，アンテナ間隔は 15 mmで
ある．腫瘍内の血流を考慮した場合，xy面内で約 5 cm程
度の加温領域（43℃以上）が得られることが分かる．

実用化に向けた研究・開発4

ここでは，Thermal Therapyの実用化に向けた研究・
開発の現状と課題を述べる．最初に，基本的な技術であ
る温度分布の推定と測定について概説する．次に，アン
テナ技術の適用例として，人体深部にあるがんの治療例

を紹介する．最後に，電磁波による加温方式と他の方式
との併用について簡単に述べる．

 
4.1　温度分布の推定と測定

Thermal Therapy用加温アンテナの性能評価には，2.3

で述べたように，SAR及び温度分布が一般的に用いられ
る．臨床使用時に重要なのは温度分布であり，2.1で述
べたように，腫瘍辺縁部の「温め残し」がないように加
温することが要求される．

SAR及び温度分布共に，計算機シミュレーションに用
いられる多くの手法が研究開発され，それらをベースに
したソフトウェアとして，様々なツールが市販されてい
る．しかし，シミュレーションにより温度分布を推定す
る場合，式（2）で示したような血液の温度や血流量の温
度依存性等をどのように与えるのか，更には，個々の患
者の人体数値モデルをどこまで正確に作るのかなど，検
討すべき課題は多い．現状では，患者の治療計画を立て
る際に，腫瘍周辺の CT（Computerized Tomography）画
像等を基にあらかじめ温度分布を概略推定し，使用する
アンテナの個数や設置場所等を決めるのに役立っている．
温度測定については，従来，熱電対や光ファイバなど

の細い温度センサを必要最小限，腫瘍及びその周辺部に
直接刺入する方法が用いられている．特に，内部加温方
式の場合は，アプリケータ自身に温度センサを取り付け
ることは比較的容易である．この方法では精確な温度測
定が可能であるが，測定点は温度センサの存在する箇所
に限られる．これに対し，非侵襲的に温度を測定（ここ
では，上述の「推定」と区別して「測定」と呼ぶ）する方
法が以前から数多く研究されている．この方法は，同時
に，治療対象部位の温度分布を三次元的に測定すること
が理論上は可能であるという特長を有する．これまでに，
電磁波を用いたマイクロ波 CTやラジオメトリ，イン
ピーダンストモグラフィ，超音波 CT，MRI （Magnetic 

Resonance Imaging）などが検討され，多くの論文等が発
表されている．中でもMRIは既に加温装置と組み合わさ
れ，臨床利用されている．

Thermal Therapyにおいて，測温技術は加温技術とと
もに必須の技術であり，アンテナ・伝搬に携わる研究者
や技術者，学生にとって非常に興味のあるテーマである．
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図 10　組織内加温用同軸スロットアンテナ
　　　　　　（Lts＝20 mm，Lls＝10 mm，Wsl＝1.0 mm）
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図 11 　６本の同軸スロットアンテナで構成したアレー
　アプリケータの温度分布（計算結果）
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4.2　深部難治がん治療アンテナの一例

人体深部にあるがん，例えば，胆管がんや膵臓がんな
どは，これまで適切な治療法がなく，見つかったら既に
治療することが困難といわれてきた．このような「深部難
治がん」の治療にアンテナ技術が何とか貢献できないかと
思っていたところ，本学附属病院のある医師から，内視
鏡に長い同軸スロットアンテナを挿入すれば，胆管がん
の治療に使えるのではないかとの提案があった（このよう
な点が医工連携のメリットである）．図 12 に，本治療法の
形態を示す［14］．ここで，同軸スロットアンテナは，内
視鏡に装備されている鉗子口を通してファーター乳頭部
（Papilla of Vater） より腫瘍部に導入される．なお，本治療
に用いる同軸スロットアンテナは，前述のものと基本構
造はほぼ同じであるが，内視鏡に挿入するためフレキシ
ブルな低損失の同軸ケーブルで製作するものとする．

胆管の近傍には，門脈，下大静脈と呼ばれる太い血管が
2本通っているため，これらによる冷却効果を考慮する必要
がある．まず，血管を含めた数値解析モデルを作成し，温
度分布のシミュレーションを行った．更に，血流による冷却
効果を考慮した簡易実験ファントムモデルを作成し，温度
分布の測定を行った．その結果，腫瘍部の温度を 42℃以
上に加温することが可能であることを確認した［14］．現在，
装置メーカの協力も得て研究開発を進めている．

4.3　他方式との併用

（1） 放射線療法との併用
2.1でも述べたように，ハイパサーミアと放射線療法

を併用した場合，相乗効果が確認されている．図 13は

マイクロ波組織内加温・組織内照射併用療法の概念図を
示す．放射線の組織内照射は一般的に使用されている手
法であり，放射線源として微小なイリジウム 192などを
カテーテルの中に挿入し，短時間照射する．この併用療
法では，組織内照射した後，放射線源を取り除き，次に
同軸スロットアンテナを同じカテーテルに挿入し加温す
る．現在，この組織内加温・組織内照射併用療法につい
ても精力的に研究が進められている［1］．
（2） 超音波加温との併用

Thermal Therapyとして，電磁波以外に超音波も以前か
ら用いられている．近年になり，アブレーションとして
HIFU （High-Intensity Focused Ultrasound，強力集束超音
波）［1］が見直され，臨床報告も多数見られる．HIFUは
超音波の特長を生かした治療法で，図 14に示されてい
るように，おわん状に円形配列されたトランスデューサ
より照射された超音波がその焦点付近に小さな（通常は
数 mm以下）加熱領域を形成する．電子的あるいは機械
的に焦点を立体走査することで腫瘍全体を正確に加熱す
ることができるが，数 cm程度の腫瘍の場合でも治療終
了までに 1～ 2時間以上要するといわれている．
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胆管
十二指腸

ファ一ター
乳頭部

内視鏡

アンテナ アンテナ

アンテナ

鉗子出口

鉗子ロ

図 12　 内視鏡と同軸スロットアンテナを用いた胆管がん治療
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図 13　マイクロ波組織内加温・組織内照射併用療法
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図 14 　電磁波加温と超音波加温（HIFU）を併用した治療
　装置の概念図



解説論文：Thermal Therapy実用化のためのアンテナ技術と課題 43

Topics of Emerging TechnologiesEmerging Technology Papers

小
特
集

通
信
技
術
で
医
療
の
世
界
が
変
わ
る

一方，電磁波（マイクロ波）を用いた外部加温は，深
さはせいぜい 5cm程度であるが，超音波に比べてはるか
に大きな領域を一度に加温できる．図 14は，電磁波加温
と超音波加温の長所を生かした実用的な治療装置の概念
図である［15］．ハイブリッドにすることにより，「温め
残し」がなく，より短い時間で確実な治療が期待できる．

む　す　び5

Thermal Therapyの有用性については，既に広く認めら
れているところであるが，実際の臨床使用という点では，
まだまだ検討の余地が多い．実用的な治療装置を開発し，
がんの患者を一人でも多く，また少しでも早く助けたい
と願っている．

Thermal Therapyは，本論文で述べたようながん治療以
外の応用も積極的に研究され，実用化の検討が進められて
いる．例えば，リハビリテーション，疼痛緩和，スポーツの
ウォーミングアップなど，我々の身近で使われ始めている．
将来的には，診断及び治療を同一の装置で効率良く，

確実に行うことが期待される．更には，診断・治療に加
えて通信機能も備えた統合的な装置の開発が筆者の夢で
ある．
本論文がアンテナ・伝搬に関わる研究者，技術者や学

生にとって少しでも参考になれば幸いである．
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わたっている（表 1）．
列車の運行に関わる情報については，「保安通信設備」と
呼ばれる専用の通信システムによって伝送されている．表 1

に示した列車運行に欠かすことのできない通信設備のうち，
情報収集設備以外は全て保安通信設備である．保安通信
設備は，国土交通省令「鉄道の技術上の基準を定める省令」
によって設備することが義務付けられており，停車場，変電
所，運転指令所，電力指令所その他の保安上または運転上
必要な箇所相互間において迅速に連絡通報できることが要
求されている．保安通信設備は，運転に関わる指示や情報
が指令から伝達され，また列車や駅，沿線の情報が指令に
集まるように構成されているのが特徴である（図 1）．保安通
信設備では，情報の不達や誤った情報の伝達があると，重
大な事故に結びつく可能性があるため，通信システムには以
下のような条件を満足することが求められる．
① 　相手がどこにいても情報を伝えることができる
（相手の位置を追跡して接続することができる）．
② 　伝えたいときに確実に情報を伝えることができる
（話中やふくそうによって通信が不可能になること
がない．また接続時間，伝送遅延も少ない）．

③ 　伝えたい情報を正確に伝えることができる（伝送
品質が良い）．

鉄道における通信システム

1 まえがき

鉄道とは，レール等の指示案内路に沿って車両が移動す
る設備またはシステムを指す．鉄道は，大量輸送，高速・高
頻度運転が可能で，定時性が高いというメリットがある一方，
軌道や給電設備，鉄道車両などの固有設備が必要である．
鉄道の通信システムは，鉄道を構成する様 な々サブシステム
間を有機的に結合するためのいわば神経網として欠かせない
ものである．本解説では，鉄道における通信システムの概要
と特徴について述べた後，現在使用されている主な業務用シ
ステムと，今後導入が期待されているシステムを紹介する．

2 鉄道における通信システム

我が国の鉄道における通信システムの歴史は，1872

年（明治 5年）新橋・横浜間に初めて鉄道が開業した際
に， 3本の裸線を用いたモールス電信を使用して閉塞運
転 1）を行ったことに始まっている．鉄道の通信システム
は，列車の運転保安に関わる情報伝送を担う「信号通信
システム」として誕生した．
その後，明治後期～大正初期の頃に，列車に対する信号
現示 2）やATS（Automatic Train Stop）3），ATC（Automatic 

Train Control）4）など，列車の安全を確保するための保安シ
ステムを担う「信号システム」と，指令員や乗務員，駅員・関
係箇所などへの情報伝送や基幹回線網を担う「通信システム」
が独立し，今日まで至っている（なお，信号システム用の基幹
回線も通信システムが担っている）．
鉄道の通信システムは，より安全・正確・快適な鉄道
運行を実現するために，様 な々情報を収集・伝達する重要な
役割を果たしており，その使用目的により，列車の運行に
欠かすことのできない情報を伝えるための通信システム
と，お客さまサービス用の通信システムに大きく分ける
ことができる．これらの情報をやり取りする箇所は，指
令 5），駅，事務所，走行する列車，線路沿線など多岐に

中村一城 Kazuki Nakamura 公益財団法人鉄道総合技術研究所

川﨑邦弘 Kunihiro Kawasaki 公益財団法人鉄道総合技術研究所

表 1　鉄道における主な通信設備

設備区分 主な通信設備 通信箇所

列車運行に
欠かすこと
のできない
通信設備

指令電話
沿線電話
列車無線
防護無線
非常発報無線
情報収集設備（雨量計，
風向・風速計，地震計，
水位計など）

指令⇔駅，車両基地，現場事務所
指令⇔沿線
指令⇔列車
列車（沿線作業員）⇒列車
列車⇒指令，変電所
沿線⇒指令

お 客 さ ま
サービス用
通信設備

放送装置
電気時計
監視テレビ
行先案内
運行情報表示
情報提供サービス用設
備 及 び 通 信 環 境 提 供
サービス用設備

駅内
駅内
駅内，駅⇒指令
指令⇒駅
指令⇒駅
駅内，列車内，インターネッ
ト⇒駅・列車
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また，鉄道の通信システムは，線路に沿って長距離に
わたって設備されるため概して規模が大きく，メンテ
ナンスやシステム更新が容易ではないという特徴もある．
このため，一度導入された通信システムは，少なくとも
10～ 20年，場合によっては 30年以上の長期間にわたっ
て使用されるものが多い．したがって，鉄道の通信シス
テムには，高い耐環境性と信頼性（故障頻度の低さや修
理時間の短さ）が要求される．特に信号システムに関す
る伝送では，「ゆっくりでも確実に」という思想で通信シ
ステムが構成される場合が多い．更に，通信システムを
一部分ずつ更新していく場合，あるいは相互乗り入れな
ど異なる通信システムをまたがる場合などもあるため，
新旧システムの共存，あるいは異種システムとの共存も
考慮する必要があるのも鉄道の通信システムの特徴とい
えよう．

3.以降では，列車運行に欠かすことのできない情報を
伝えるための通信システムを中心に，主な鉄道通信シス
テムとそのシステム構築のために用いられている通信技
術について解説する．

3 有線通信システム

3.1  鉄道における有線通信システム

指令・拠点駅や車両基地，現場事務所等の固定地点
間に導入されている通信システムは，主に有線通信網に
よって構成されており，公衆回線とは独立した通信網が
構築されている．多くの鉄道事業者が，自営で通信網を
設備し，管理・運用することによって，平常時はもち
ろん，災害時でも迅速な情報伝達ができるようになって
いる．なお，一部の事業者，若しくは一部の区間では，

自営通信網ではなく，通信事業者の専用回線を利用した
専用通信網を構築している場合がある．また，常用回線
は自営通信網で構築し，常用回線に異常が発生した場合
の予備であるう回回線には，通信事業者の専用回線を利
用している場合もある．
冒頭で述べたように，有線通信は日本で鉄道が開業す
ると同時に使用が始まっており，当初は裸線によるモー
ルス電信による通信であった．その後，音声による通
信の登場により，鉄道専用の電話交換網が全国に構築さ
れ，現在では鉄道沿線のほぼ全線にわたって ,メタリッ
クケーブル，同軸ケーブル，光ケーブルによる音声通信
網とデータ通信網が構築されている．
ここでは，鉄道の運転に欠かすことのできない主な有
線通信システムについて述べる．
（1） 指令電話
指令電話は，指令と各駅や現場事務所，変電所等との
間で直接通話するための設備である．
ふくそうや話中の影響を避け，列車運行に関わる指
示・情報を確実に伝える必要があるため，一般電話とは
別に鉄道事業者の自営通信網で構築している．
鉄道事業者によって異なる部分もあるが，指令には，
列車の運行に関わる輸送指令，電力設備に関する指示を
行う電力指令，信号通信設備を扱う信通指令，鉄道構造
物を扱う施設指令などがあり，指令ごとに別々の電話回
線が構成されている．
指令電話機としては，これまで磁石式や F式といっ
た旧式のものが使われていたが，近年では IP（Internet 

Protocol）電話機も導入されている．
（2） 沿線電話機
鉄道沿線には，一定の間隔ごとに沿線電話機が設置され
ている（図 2）．沿線電話機には，主に前述した指令電話
回線が収容されており，保守作業員が作業時や緊急時に指
令と直接通話できるようになっている．また，緊急時に

駅指令 駅

列車

CTC

駅間運転連絡用電話指令電話

指令Fax.

沿線電話

交換
電話

信号機器用
伝送路

乗務員無線

列車無線

＊車両基地・
　変電所は省略

6） 

 図 1　列車運転に関わる通信設備の構成例

図 2　沿線電話機
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は列車の乗務員が地上に降りて指令との連絡用に使用す
ることもある．更に，一部の路線では，携帯形の電話機を
接続するための端子が設置されているところもある．
（3） 沿線情報収集用通信設備
鉄道沿線には，風速計や雨量計などの気象観測装置が
設けられており，気象観測装置で収集したデータを指令ま
で伝送するための通信網が構築されている．これらの気象
関係のデータは，運転規制等の判断に必要であり，安全運
行に直結する．沿線情報収集用通信設備は保安通信設備
ではないが，これらの設備には高い信頼性が求められる．

3.2  鉄道において利用されている主な有線通信技術

3.1で述べた鉄道における有線通信システムは，幾つか
の有線通信技術を組み合わせて構成されている．ここでは，
有線通信システムを構成している主な技術について述べる．
（1） 通信線路
現在，使用されている通信線路は，主にメタリック
ケーブル，同軸ケーブル，光ケーブルがある．それぞれ
の特徴と鉄道での利用については下記のとおりである．
（a）メタリックケーブル　　メタリックケーブルは，
芯線径が 0.65 mmや 0.9 mmの平衡ケーブルが主に使わ
れている．2芯 1組（1対，若しくは 1ペアともいう）
の線を 2対ずつよったカッドを更に 10対ずつまとめた
ユニット構造のものが多く採用されている．幹線系で
は，芯線径 0.9 mmのものが多く使用されている．
（b）同軸ケーブル　　同軸ケーブルは，メタリック
ケーブルのように，複数の芯線をまとめることができな
いため，同軸搬送装置による基幹回線の通信線路として
利用されていた．しかし，近年では光ケーブルの普及に
伴う光通信網の整備により，姿を消しつつある．
（c）光ケーブル　　光ケーブルは，近年の材料の低価
格化に伴い，鉄道沿線にも数多く導入されている．メタリッ
クケーブルに比べて伝送した信号の距離による減衰が非常
に少ないため，長い区間でも高速・大容量の情報伝送が可
能である．そのため，鉄道における基幹回線の通信線路も，
光ケーブルが主流となっている．更に，光ケーブルはトロリ
線やき電線からの電磁的な誘導現象に伴う雑音の混入によ
る影響を受けないことから，変電所における連絡や遠隔制
御するための回線などにも導入が進められている．
ちなみに，列車上の通信線路に光ケーブルが導入され，制
御情報伝送（運転操作，ドア扱い，案内放送など）に活用さ
れている事例もある．1985年に 64 kbit/sで導入されて以後，

1990年に 3 Mbit/s，2005年には 100 Mbit/sの伝送回線を
導入した車両も登場した．ただし，光ケーブルは曲げや振動
衝撃に弱く，メンテナンスに高度な技術が必要であり，また
列車の分割・併合時など環境の良くない場所でのコネクタの
脱着を考慮する必要もあるため，メタリックケーブルに対して
車両設計時の制約，コスト面で不利な面もある．
（2） 搬送装置
鉄道事業者が自営網で構築している通信網のうち，情
報量の多い指令と拠点駅間や拠点駅同士等を結ぶ基幹回
線網は，搬送装置により構成していることが多い．
鉄道における搬送装置の導入は，一般電話網におけ
る多重化技術の導入と同様，メタリックケーブルに
FDM（Frequency Division Multiplexing，周波数分割多重）
や PCM（Pulse Code Modulation，パルス符号変調）搬送装
置が，同軸ケーブルに同軸搬送装置が数多く導入されてい
た．これにより 1本のケーブルで伝送できる回線数を飛
躍的に増やすとともに，伝送距離も延ばすことができた． 

そのため，ローカル駅や沿線などからの情報は，拠点駅で
数回線分をまとめて（多重化して）指令へ伝送している（図 3）．
更に，光ケーブルの普及に伴い，光搬送装置の導入が
進められている．拠点間の基幹回線網に光通信が導入さ
れたのは 1983年であり，当時の伝送速度は 6 Mbit/sで
あったが，現在は DWDM（Dense Wavelength Division 

Multiplexing，高密度波長多重）などの技術を利用し
た 10 Gbit/sオーダの回線網も導入されてきている．ま
た，駅構内の信号システム用機器間の情報伝送に E-PON 

（Ethernet Passive Optical Network:100 Mbit/s）を活用す
るなどの事例も出てきており，鉄道における光通信網の
活用は今後も進むものと考えられる．
なお，光ケーブルの導入が進んでいるとはいえ，鉄道

指令

雨量計 風速計

拠点駅

ローカル駅
指令電話
指令Fax.
自動電話等

拠点駅

指令電話
指令Fax.
等

指令電話
指令Fax.等

光ケーブル

メタリックケーブル

メタリックケーブル

沿線電話

図 3　鉄道における有線通信システムの構成例
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沿線にはいまだに数多くのメタリックケーブルが存在し
ている．その有効活用方法や現在も数多く使用されてい
る FDMや PCM搬送装置の老朽化に対する対策が一つ
の課題となっている．
そこで注目されているのが，メタリックケーブルに xDSL

（Digital Subscriber Line）伝送装置を導入した高速ディジ
タルデータ伝送である．鉄道総研では，xDSL技術を鉄道
沿線のメタリックケーブルに導入する際の回線品質を予測し，
他のシステム（信号用システム等）との相互影響の有無などか
ら，導入の可否を評価する手法の研究を行っている［2］．

4 無線通信システム

鉄道における無線通信システムの歴史は，津軽海峡を
挟んだ固定地点間に導入されたマイクロ波回線の構築に
始まっている．移動する列車と地上との間における無線
通信システムとしては，最初に誘導無線方式が，その後，
空間波無線方式が導入された． 

本章では，主に JRグループにて導入されている無線
通信システムを中心に解説する．

4.1  固定無線通信システム

固定無線通信システムは，固定間通信に SHF（Super 

High Frequency）の通信回線が導入されたのを始まりに，
主に列車制御運行回線や連絡回線，営業管理システム用
回線として活用されてきた（表 2）．
しかし，近年は，光ケーブルによる通信網の普及に伴
い，基幹回線網としての役割を終え，光回線網のバック
アップ回線として一部で使用されている．

4.2  移動体通信システム

鉄道においては，指令や駅などと走行する列車の乗務
員や沿線で作業する作業員との間で情報をやり取りする
必要がある．そのための情報伝達手段として，無線を用

いた様々な移動体通信システムが導入されている．
指令・車上間の通信システムは，誘導無線方式による
導入が始まりであり，その後，神戸港駅の貨物操車場で
導入された空間波無線方式が広く使われるようになっ
た．そして現在では，ほぼ全ての列車に，地上と走行列
車との間で通信を行うための列車無線システムが導入さ
れており，列車の安全・安定運行には欠かせないシステ
ムとなっている．鉄道の移動体通信では，線状に長い移
動範囲を高速で走行する列車との通信を行うため，独特
のシステム構成が導入されている．
（1） 列車無線システム
指令員と乗務員の間での連絡を行うための通信システム
が列車無線システムである．列車無線システムは，保安通
信設備として列車の運行に欠かすことのできない設備であ
り，2.でも述べたように，高い信頼性と伝送品質が求められ
ている．例えば，新幹線列車無線に対しては，サービスエ
リアが全線の 99.99％以上，伝送品質は全線の 99％以上
で通話 SN比≧ 40dB・ビット誤り率≦ 10－ 4，進行中の列
車との接続率は 99.9％以上，などが要求されている（一部
の在来線列車無線でも同レベルの品質を実現している）．
列車無線システムは，その構成方法によって，空間波
無線方式，LCX（Leaky CoaXial cable，漏えい同軸ケー
ブル）方式，誘導無線方式の三つに分けられる．それぞ
れの概要について以下に示す．
（a）空間波無線方式　　沿線に設置された基地局とそ
のサービスエリア内にある列車との間で通信を行う方法
である．JRの在来線や公営鉄道，民営鉄道（以下，公
民鉄）で広く利用されている．周波数は，150 MHz帯や
300～ 400 MHz帯が使用されている．
在来線における空間波無線方式では，通話の形態として，
・ 複信式（電話と同様に，相手の声を聞きながら話ができる）
・ 半複信式（指令員は同時送受信ができ，乗務員はト
ランシーバのような交互の通話のみ可能）

・単信式（トランシーバのような交互通話のみ）
の 3通りがあり，首都圏などの高密度路線では複信式，
その他の主要路線には半複信式，地方などの閑散路線
では単信式がそれぞれ主に使用されている．
空間波列車無線システムでは，線路の沿線に基地局を
設置して，そのサービスエリア内に存在する列車と指令
との間で通話を行う．路線ごとに異なるチャネルを割り
当て，各路線をそれぞれ 1～ 4程度のゾーンに分割する．

表 2　固定無線通信システム

方　式 用　途 周波数帯 ルート容量

アナログ 長距離用
短距離用

7.5 GHz 帯
 12 GHz 帯

ディジタル

長距離
大容量系

4 GHz 帯
5 GHz 帯
6 GHz 帯

3.8 ～ 8 Gbit/s

短距離
中容量系

11 GHz 帯
15 GHz 帯 0.7 ～ 1.6 Gbit/s

小容量系  4 GHz 帯
11 GHz 帯 230 ～ 520 Mbit/s
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通話は 1ゾーンごとに 1通話となっている（図 4）．鉄道
では，線路に沿って細長くサービスエリアを設ける必要
があるため，基地局用のアンテナには，図 5に外観を示
すような，指向性を持った八木・宇田アンテナが多く用
いられている．一方，列車側の車上局については，図 6

のような無指向性のスリーブアンテナが主に使用されて
いる．なお，指令から基地局までの回線は，3.2で述べ
た搬送装置などの有線設備により構成されている．
近年，従来使われてきたアナログ変調方式から，ディジタ
ル変調方式への更新が行われつつあり，これにより，周波
数の更なる有効利用，セキュリティの強化が図られている．
また，鉄道事業者をまたいで相互直通乗入れを行って
いる車両については，現在，鉄道事業者ごとに異なる車
上無線機を搭載しており，設置スペースや操作効率上の
課題がある．そのため，ディジタル化への更新を機に，
列車無線システムの仕様をできる限り共通にすることで，
車上無線機を共用できるようにしようという動きがある．
（b）LCX方式　　 LCXケーブルを沿線に布設し，ケー
ブルから漏れる電波を用いて通信を行う方法である．地上の
LCXケーブルと車上のアンテナが常時近接していることから

高い受信レベルを確保でき，また干渉や雑音による影響に
強いため，安定した通信品質を保つことができる．
在来線と新幹線では構成方法が大きく異なり，在来線
では，トンネルや山間部，駅部などの（a）項で述べた空
間波無線方式において不感地帯となる箇所やゾーン境界
の補間用として主に導入されている．そのため，周波数
は空間波無線方式と同じ周波数帯が使用される（つくば
エクスプレスについては，後述する新幹線と同様，全線
にわたって LCX方式が導入されている）．
一方，新幹線では全線にわたって線路の両側に LCX

ケーブルが敷設されており（図 7），車両の下部（スカー
ト部）に取り付けられたアンテナとの間で 400 MHz帯
を使用して通信が行われている（図 8）．また，一度通信
を開始したら列車の移動にかかわらず通信が継続できる
機能（追跡・交換機能という）を持っている．これによ
り，300 km/hを超える速度で走行中であっても，全線の
99.99%以上の区間で通信が可能であり，ビット誤り率が
10－4以下という高い品質を確保している．

LCXケーブルは電波が漏れるようになっている同軸
ケーブルであるため，1本では長い距離を伝送することが
できない．そこで，電波の漏えい量が異なる複数の LCX

ケーブルを縦に接続していくことにより，受信レベルを
確保しつつ伝送距離を延ばす（中継器の間隔を延ばす），
グレーディングと呼ばれる構成法がとられている．なお，
両側に LCXケーブルを敷設しているのは，ダイバーシ
チ受信（2波以上の複数の電波を受信し，受信レベルの高
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い信号を選択することや，複数の信号を合成することで，
受信品質を向上させる技術を用いた受信方法）を行うとと
もに，左右どちらかの LCXケーブルに異常があった場合
でも，もう一方の LCXケーブルを使って常に通信が確保
できるようにするためである［3］，［4］．
現在，新幹線の列車無線方式は，山陽新幹線と北陸新
幹線（高崎～長野間）がアナログ方式，東海道新幹線，東
北新幹線，上越新幹線，九州新幹線がディジタル方式によ
り構成されている．そのため，アナログ・ディジタルの区間
にまたがって走行する新幹線の車両には，SDR（Softwere 

Defined Radio，ソフトウェア無線）技術を活用したアナロ
グ・ディジタル共用の無線機が搭載されている［5］．
また，新幹線においては，列車無線の機能の一部とし
て，LCXケーブルを敷設した沿線のみで使用すること
ができる携帯電話機があり，沿線作業時における作業員
の連絡等に使用されている．
（c）誘導無線方式　　沿線に敷設した誘導線や電車線
に高周波電流を流し，近接した列車側のアンテナと静電誘
導や電磁誘導現象により結合させて通信する方法である
（図 9）．周波数は 100～ 200 kHz帯を使用しており，主
に地下鉄や一部の公民鉄で利用されている．LCX方式同
様，全線に線が敷設されているため，不感地帯が少ないと
いう特徴がある．なお，誘導無線設備は，電波法において
高周波利用設備という扱いとなっているため，設置に関して
は総務大臣の免許ではなく許可を受けることとなっている．

（2） 乗務員無線
乗務員無線は，運転士と車掌間での連絡，運転士若
しくは車掌と駅，信号扱所の間での連絡に使用される
アナログ単信方式の無線システムである．周波数は，
400 MHz帯が使用されている．
（3） 構内無線
構内無線は，車両基地や駅などで，代用閉塞，列車の入
換作業を行う際に利用されている．信号扱所に基地局が
設置され，作業打合せ等に使用している．在来線では主に

400 MHz帯，新幹線では 150 MHz帯が使用されている．
（4） 防護無線
防護無線とは，在来線で異常が発生した場合に周囲の
列車に対して警報を発する，車上から車上へ情報伝達を行
うシステムである．防護無線を傍受した列車の乗務員は直ち
に列車を停止させることになっており，隣接線を支障するよ
うな事故があった場合の対向列車の衝突など二重事故の発
生を防止している．本システムでは，主に 400 MHz帯が使
用され，電波の到達距離はおおむね 1 km程度となってい
る．現在は，ディジタル化や ID（Identity）情報の伝送機
能の搭載などのセキュリティ対策がなされている．
一方，新幹線においては，地上にいる作業員が異常を発
見した場合に，地上から列車に対して異常を知らせるシス
テムが導入されており，150 MHz帯が使用されている．
（5） 非常発報無線
非常発報無線とは，列車に異常が発生した際に，運転
室内の発報ボタンを押すことで，当該区間の送電を停止
して列車の防護を行うシステムである．一部の公民鉄や
地下鉄で導入されており，列車無線システムの一部とし
て組み込まれていることが多い．

4.3  その他の無線通信システム

（1） ミリ波利用システム
近年，ミリ波帯（30～ 300 GHz）を利用した無線シス
テムも導入されている．鉄道のように，サービスエリア
が線路に沿って細長くなっているなど，範囲を絞って使
用するような環境は，直進性が強いミリ波の利用場面と
して期待されており，鉄道総研においても，これまで様々
な研究を行ってきた実績がある［6］．
この周波数帯では，伝送に使用できる帯域を広く確保
することができる一方で，降雨による減衰が大きいこと
などから，現在，ワンマン運転時にホームにおける乗降
客の様子などの監視画像を運転士へ伝送するシステムや
車内広告情報を更新するためのシステムなど，近距離で
大容量の情報をやり取りするシステムに利用されている．
（2） ICカード自動出改札システム
近年，ワイヤレスカードシステムを利用した出改札シ
ステムが広がりつつある．特に主流となっているのは，
13.56 MHzを利用したもので，これまでの磁気カードと
は異なり，多くの情報が記憶できるほか，各種情報サー
バとの接続による情報交換も行われている．鉄道事業者
ごとに，様々な名称でサービスが提供されているが，そ
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図 9　誘導無線（直接結合方式）の一例
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れらの相互利用が広まっており，更にお客さまの利便性
が向上することが期待される［7］．
（3） 構内 PHS（Personal Handy-phone System）
多くの鉄道事業者では，駅構内や工場，事業所内に構内

PHSによる自営の電話網を構築している．音声通信が主
たる目的の場合が多いが，一部の事業者では，データ通信
にも使用している．なお，公衆回線との接続の有無につい
ては，鉄道事業者やシステムによって多様である．
（4） 衛星通信
災害時に地上の通信網に被害が出た場合の通信手段を確
保するため，一部の鉄道事業者では，衛星通信を利用した
通信網が導入されている．また，震災時などに変電所や列車
を緊急停止させるための通信手段としても利用されている．

5 旅客サービス用通信設備

3.，4.では，主に列車の運行業務に関わる通信設備に
ついて述べた．ここでは，お客さまへ情報サービスを提
供するための通信設備について述べる．お客さまへサー
ビスを提供するための通信設備としては，放送装置や
運転情報提供など非常に多くの設備がある．これらは，
様々な情報通信技術を活用したシステムとなっており，
主に駅を中心に展開されている（図 10）．
近年は，駅構内のみならず，列車内でも様 な々情報サービ
ス，あるいは通信環境の提供サービスを行うための設備も導
入されてきている．以降では，駅構内の通信設備と列車内
でのインターネット接続サービス用設備について述べる．

5.1  駅構内における通信設備

（1） ワイヤレスマイク
駅のホームではワイヤレスマイクが多く利用されてお

り，ホームごとにチャネルを変えて使い分けられるよう
になっている．また，構内 PHSと組み合わせて，PHS

端末から放送を行うことができるものもある．
（2） 監視テレビ
主に駅員や車掌が，ホームでの乗降客の様子や列車の扉
の状態を監視し，安全を確保するための設備である．
その他に，改札口や駅コンコース，階段など，お客さ
まの流れを駅の事務室で監視するためにも使用されてい
る．更に，無人若しくは駅員の数が少ない駅の様子を，
社内ネットワークを介して，他の駅や指令と接続して監
視できるようにしている例もある．
（3） インターネット接続サービス
（1），（2）など，鉄道事業者がお客さまに対して情報
を提供するための通信設備については従前より開発・導
入されてきている．これに加え，通信事業者と協力して，
お客さまがインターネットや電子メールを使用できるよ
う，通信環境を提供するサービスも充実してきている．
主要な駅の構内では，通信事業者により公衆無線

LAN（Local Area Network）サービスが展開されている．
これらは，通信事業者（プロバイダ）と契約したユーザ
が，無線 LANアクセスポイントが設置された駅構内で，
無線 LANサービスを利用できるというものである．鉄
道事業者の協力の下，通信事業者がインフラを整備して
いることが多い．大都市圏の主要駅を中心にサービスエ
リアが広がっており，今後も拡大が期待されている．

5.2  列車内インターネット接続サービス

列車内におけるインターネット接続については，つ
くばエクスプレスや成田エクスプレス，東海道新幹線
などで既にサービスが提供されている．海外において
も，衛星通信によるサービスが実用化されているほ
か，WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave 

Access）を活用した実験も行われている．ここでは，国
内でのサービスの概要とシステムの特徴を述べる．
（1） つくばエクスプレス
つくばエクスプレスに導入されているインターネット
接続サービスは，移動する列車内においてインターネッ
ト接続を可能とした，国内で最初の事例である［8］．
このサービスは，高速ハンドオーバ技術やモバイル IP

技術を導入することで，全線にわたって移動する列車内
から無線 LANによるインターネット接続を可能として
いる．地上・車上間，車両間，車上・ユーザ間を全て無
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図 10　駅構内での旅客サービス用通信設備の例
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線 LANで構成しているのが特徴である．
（2） 東海道新幹線
東海道新幹線の N700系車両内において，無線 LAN

によるインターネット接続サービスを提供している［9］．
このサービスの特徴は，地上・車上間の通信インフラ
として，前述した LCX方式の列車無線システムを使用し
ているところにある．伝送容量は LCX無線システムで
伝送可能な帯域幅に制限されてしまうものの，全線にわ
たって安定した接続を確保できるという特徴がある．車
上では列車無線の車上局装置からネットワーク接続端末
を通して，無線 LANアクセスポイントに接続され，各個
人の PCとの接続を可能としている．なお，N700系にお
いては，各車両に 2台ずつ無線 LANのアクセスポイン
トが設置され，車内のサービスエリアを確保している．
インターネット接続サービスの実現にあたっては，RoF

（Radio on Fiber）の技術や，高速移動する端末がどの基地
局下にいるかを追跡，経路制御するためのモバイルネッ
トワーク技術と高速ハンドオーバ技術が活用されている．
（3） 成田エクスプレス
都心と成田空港を結ぶ成田エクスプレスでは，2009

年 10月に新たに導入された新形車両 E259系の車内に，
無線 LANによるインターネット接続サービスが提供さ
れている［10］．
本サービスは，地上・車上間のインフラストラクチャに

Mobile WiMAXを採用しており，利用できるサービスエリア
は，通信事業者の提供するサービスエリアに依存している．
前述したつくばエクスプレスと東海道新幹線は，地上・
車上間のインフラストラクチャを列車内でのインターネット
接続サービス専用に構築しているが，この成田エクスプレス
のサービスは，公衆網を利用しているという違いがある．

6 鉄道における新しい通信システム

これまでは，既に鉄道において導入されている主な通
信設備について述べてきた．通信技術の急速な進展に伴
い，鉄道においても，新しい通信技術の導入が各方面で
検討・研究されている．特に，無線通信技術の更なる活
用によって，より安全・快適な鉄道システムの実現，あ
るいは従来とは異なる概念の鉄道システムの実現が期待
されている．
ここでは，様々な取組みのうち，無線を用いた列車制御

システムの概要と，鉄道総研で研究を進めている大容量光
通信システムについて紹介する．

6.1  無線を用いた列車制御システム

日本の多くの鉄道では，軌道回路 8）で列車を検知し，
地上信号機若しくは車上で運転士に対して信号を表示す
る方法によって列車を制御している．
鉄道総研では，軌道回路を使用しない新たな列車制御
システムの構築を目指し，CARAT（Computer And Radio 

Aided Train control system）と呼ばれる次世代列車制御
システムの研究開発を1985年頃から約 10年間行った［11］．
このシステムは，①列車自身が自分の位置を把握してその情
報を地上に送信する．②地上側は，全列車から送られてくる
位置情報に基づく各列車の停止位置を算出し，その情報を
各列車に送信する．③列車は，地上からの情報と自身のブ
レーキ性能などからブレーキ制御を行う，という仕組みによ
り列車の運行を制御する（図 11）．本システムにおける地上・
車上間の情報伝送には，ディジタル無線が採用されている．
1990年代には，山陽新幹線や上越新幹線において LCX

方式のディジタル無線によりシステムを構築して検証実験を
行い，システムの安全性と実現性を確認した．
この研究開発成果を発展させ，JR東日本において在
来線への導入を目指した開発が進められているものが
ATACS（Advanced Train Administration and Communications 

System）である［12］．
このような無線を用いた列車制御システムにおいては，無
線で発生する様々な障害要因からいかにシステムを守り，
信頼性（＝安全性と稼働率）を確保するかが課題となる．
CARAT，ATACS共，安全性については，基本的にはフェ
イルセイフ装置によって構成される信号システムで確保して
いる．制御システムには，“無線システムでは誤りや損失，
遅延がある確率で発生する”ことを想定して何重もの対策
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が組み込まれている．したがって，無線システムにおける
伝送品質の劣化が安全性の低下に直結することはない（無
線システムに異常が発生した場合は必ず列車が緊急停止す
る）．しかし，無線システムの伝送品質が劣化してしまうと，
列車制御システムの稼働率が低下し，安定した運行が期待
できなくなってしまう．そこで，CARATやATACSの無線
システムでは，誤り訂正，暗号化などといった種々の対策を
実施し，列車制御システム側が必要とする伝送品質を常に
提供できるよう，先に紹介した新幹線列車無線よりも厳し
い要求条件をクリアしている．
ちなみに，鉄道の安全性や保安伝送に関しては国際的
な基準があり，日本国内においても，これらの基準に基
づく評価と対策が実施されている．このような保安に関
わる情報を伝送する無線システムの設計や評価には多大
な労力が掛かり，また，信頼性や安定性を確認するため
に多くの実験を行うことが必要となる．そこで，鉄道総
研では，無線式列車制御システムにおける無線通信シス
テムの設計や伝送性能の評価の支援を目的として，鉄道
特有の伝送環境（伝搬途中で混入する雑音や，電波の強
さの変動など）を考慮して無線データ伝送の品質と列車
制御への影響をシミュレーションによって評価する手法
について研究を行っている［13］．
また，鉄道総研では，無線式列車制御システムの更な
る発展形として，「知能列車」による安全性・信頼性の
より一層の向上にも取り組んでいる．「知能列車」では，
列車が，踏切や沿線の状況，周囲の列車に関する情報を
収集し，列車自らが安全限界速度を決定して走行するこ
とにより，予測可能な事故を回避できる鉄道システムの
実現を目指している．この「知能列車」を実現するため
には，列車にどのような情報を集め，どのような知能（判
断機能）を持たせるか，が課題となる．様々な情報を取
り込み，伝送するための無線通信インフラストラクチャ
の開発にあたっては，新しい無線通信技術の活用が欠か
せないと考えている［14］，［15］．

6.2  大容量光通信システム

5.では，お客さまへの通信環境の提供サービスについ
て紹介したが，現在実用化されているサービスの伝送容
量は，1列車当りおおむね数～数十Mbit/sである．近年
のスマートフォンの普及，あるいは動画像の配信サービ
スなどの普及により，今後，列車内における通信環境で
も更に大容量の伝送が求められることは明らかである．

そこで，鉄道総研では，人工衛星の通信やビル間通信に
利用されているレーザ光を用いた光通信技術を利用し
て，地上・車上間の大容量無線通信を行う研究を進めて
いる（図 12）［16］.

本システムは，列車の最後尾に設置した通信装置（車
上局）と地上の通信装置（地上局）との間で送受信する
レーザ光により情報伝送を行うものである．通信装置に
は通信相手の捕捉・追尾用として赤外光であるビーコン
光も搭載しており，受信したビーコン光の到来方向に対
してレーザ光を発射することで通信を確立する仕組みに
なっている．また，列車の移動に合わせて，より確実に
通信が行える地上局に順次切り換わっていく高速ハンド
オーバ技術の開発も行っている．
これまでに，レーザ捕捉・追尾性能の高速化，振動
対策，ハンドオーバに要する時間の短縮等，鉄道環境に
適用させるための改良を施した光通信システムの開発を
行った．この光通信システムを用いて，120 ～ 130 km/h

で走行する列車と 3台の地上局間でデータ伝送試験を行
い，一時的に TCP（Transmission Control Protocol）で約
500 ～ 700 Mbit/s，UDP（User Datagram Protocol）で最
大約 850 Mbit/sのスループットが得られることを確認し
た．一方で，本試験結果から，ハンドオーバ時間の更な
る短縮や振動対策が必要であることが分かった．今後も
開発を継続し，通信システムの改良や基地局ネットワー
クの構成方法などの検討を行っていく予定である．

7 む　す　び

本解説において紹介した鉄道における通信システムは
一部であり，その他にも鉄道事業者が導入している通信
システムが数多くある．
近年，汎用通信技術の進歩により，通信システムを手軽
に，また安価に構築・利用できるようになりつつある．特

双方向レーザ通信

通信装置
（車上局）

通信装置
（基地局）列車の移動に合わせて順次切換え

（ハンドオーバ）
レーザ光の方向をミラーで調整

列車の進行方向

図 12　大容量光通信システムの構成
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に移動体通信技術について，より高速・大容量でなおかつ
更なる高速移動に対応したシステムの研究開発が進められ
ている．直接安全運行に寄与しない業務支援や，お客さま
向けサービスのための情報伝送には，それらのシステムを
応用することで，より高品質なサービスの提供が期待でき
る．一方，鉄道における業務上の情報，なかでも列車の運
行に必要な情報は，安全に直結することから，できるだけ
専用の通信システムを構築して常に安定した状態で確実に
伝送することが望ましい．その際には，鉄道業界として共
有できる新たな周波数の確保も検討する必要があろう．
鉄道総研においても，鉄道沿線における電波伝搬や雑
音など鉄道特有の通信環境に関する研究を踏まえ，鉄道
システムの中で情報を確実にかつスムーズに流すための
必要条件を再度整理し，新たな鉄道通信システムの提案
に向けて研究に取り組んでいく予定である．
最後に，本稿を読まれた読者が，“通信”という視点で
鉄道システムを見ながら鉄道の旅を楽しんで頂けること
を期待するとともに，今後の鉄道通信システムの研究開
発に少しでも関心を寄せて頂ければ幸いである．
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【用語解説】
1） 閉塞運転：ある区間に 1編成の列車しか進入させないこ
と．鉄道が開業した当時は駅間を1区間としていた．

2） 信号現示：停止，注意，進行などの指示や速度の指示．
3） ATC：自動列車制御装置．
4） ATS：自動列車停止装置．
5） 指令：列車の運行に関わる各種情報を収集して常に
監視するとともに，安全・安定輸送のために，車両・
従業員・設備等に対して適切な指示を与える機関．

6） CTC：Centralized Traffi c Control（列車集中制御装置）．
7） マルス：MARS（Multi Access seat Reservation System）．
座席指定券等の予約・発券システム．

8） 軌道回路：レールを電気回路の一部として利用し，列車
の有無を検知したり，制御のための情報を伝送する装置．
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IP 電話の概要1

1.1  IP 電話とは

グラハム・ベルが 1876年に世界で初めて電話の実験
に成功してから約 130年間，電話技術は改良を重ねられ
世界中の人々の生活を支えてきたが，ここ 10年ほどで
IP電話技術へと世代交代を迎えようとしている．
この IP電話とは，インターネットプロトコル（IP: 

Internet Protocol）電話の略称であり，電話網において音
声を各種符号化方式で圧縮しパケットに変換した上で IP

ネットワーク上で伝送する技術＝ VoIP（Voice over IP）
を利用した電話サービスを指す．
ただ，IP電話と一口にいっても，公衆 IP電話サー
ビス，インターネット電話サービス（Skypeなどのイン
ターネットを用いた IP電話サービス），IP-PBX（Intenet 

Protocol Private Branch eXchange）サービス，IPコール
センタシステムなどを指し，有料のものから無料のもの
まで様々なサービスが提供されている．本稿ではその中
でも中核的な IP電話サービスとして提供されている公

衆 IP電話サービス，特に従来のアナログ電話サービス
と同様の電話番号（0AB～ J番号 1） ）を用いた電話サー
ビスについて述べる．以降，特に注記なく「IP電話」と
用いる場合は 0AB～ J IP電話を指す．
我が国では，平成 15年から 050番号 2）を用いた IP電

話サービスが，更に平成 17年から 0AB～ J IP電話サー
ビスが開始された．世界トップクラスのブロードバンド
サービス普及率を背景に，公衆 IP電話サービスの利用
数は急速に拡大し（図 1），平成 22年 9月末時点で 2,428

万件に至っている．携帯電話の普及に伴い固定電話契約
者数が伸び悩む中，IP電話（050及び 0AB～ J）の利用
増加数は昨年同月比 26%増と，着実に増加傾向にあり，
近い将来にはアナログ電話サービスの契約者数を超える
見込みとなっている．
また，2010年 12月，総務大臣の諮問機関である情報通
信審議会の電気通信事業政策部会は，ユニバーサルサービ
ス制度 3）の対象を「加入電話」から「加入電話または加入電
話に相当する光 IP電話」に変更することが適当だとする答
申を発表するなど，IP電話が今後の国民の生活を支える重
要なインフラストラクチャとなることが期待されている．
このように IP電話の普及が進んでいるのは，
・通話料金が低廉
・ 多種多様なサービス（データコネクト，ソフト
フォン 4），テレビ通話など）を利用可能
・ 高い通話品質
といったメリットに加えて，従来どおりの電話番号，電話機
を流用できることや，緊急通報にも発信できる（0AB～ Jの
番号を用いるもののみ），技術が安定し信頼性が向上してき
たことなど，利用者にとって安心して使用することができる土
壌が整ってきていることが背景として考えられる．

技術と制度のおはなし解説

IP 電話端末の技術基準整備

Technology and Regulation

篠澤康夫 Yasuo Shinozawa　総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
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図 1　加入電話の契約数の推移（出典：総務省報道発表）
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1.2 　 IP電話端末に係る新たな技術基準策定の必要性

IP電話は誕生してから間もない新しい技術であるにも
かかわらず，アナログ電話や携帯電話に並ぶ主要な電話
サービスへと急速に普及・発展している．
一方で，表 1に示すように，利用者数が急拡大するこ
とで様々な不具合が発生・顕在化してきた．特に 2005

年から 2006年にかけて発生した大規模障害（NTT東西）
の長期化は国民生活に少なからぬ影響を及ぼし，IP電話
自体の信頼性に波紋を投げかける契機となった．
このような背景やネットワーク保護等の観点から，電

話として最低限必要な機能を満たし，IP電話特有の課
題にも対応するような技術基準を策定することが必要と
なった．特に，IP化されたネットワークは，網構成が従
来の固定電話ネットワークと異なることから，サービス
の機能や通信品質，ネットワークの安全・信頼性，相互
接続性・運用性等を適切に確保するため，新たに IP電
話を初めとするネットワークの IP化に対応した電気通
信設備に係る技術基準の見直しを始めとする環境整備が
強く求められた．

IP 電話端末に係る技術基準の概要2

このような中，情報通信審議会より平成 21年 7月に
『「ネットワークの IP化に対応した電気通信設備に係る
技術的条件」のうち「IP電話端末等に関する技術的条件
及び電気通信事故等に関する事項」（一部答申）』が答申
され，IP電話端末設備に関する図 2に示す技術的条件を
技術基準へ反映することが適当であるとされた．
2.1 　技術基準とは

ここで，電気通信事業法でいう端末設備の接続の「技
術基準」とは，法第 52条において，
・ 電気通信回線設備を損傷し，またはその機能に障害
を与えないようにすること

・ 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及
ぼさないようにすること
・ 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用
者の接続する端末設備との責任の分解が明確である
ようにすること

の 3点を確保するため，総務省令または電気通信事業者
等が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件において
定められるものとされている．
これは例えば，大電力を流すような端末機器が事業者

の回線設備に接続されるなどによるネットワークの損傷
を防ぐことや，端末設備に故障が生じた場合にどこに原
因があるかを容易につきとめられるようにするといった
ことが目的となっている．
登録認定機関 5）等が，この技術基準を満たしていると
認定した端末設備には，図 3に示す技術基準適合マーク
（いわゆる技適マーク）が表示される．なお，類似の制度

表 1　IP 電話のトラブル事例［1］

年月日
2005/12/3

2005/12/10

2006/3/31

2006/5/7

2006/4/13

2006/4/21

2006/9/19-21

2006/10/23-25

事業者
ケイ・オプティコム

九州通信ネットワーク

NTT 西日本

ケイ・オプティコム

NTT 西日本

NTT 西日本

NTT 東日本

NTT 西日本

トラブル概要
約 14 万 6,000 ユーザ，約 8時間

約 3万 2,000 ユーザ，約 2時間

約 39 万ユーザ，約 11 時間

約 22 万ユーザ，約 5時間

約 400 社，約 2時間

約 10 万ユーザ，約 4時間

約 80 万 3,000 ユーザ，約 3日間

約 83 万 6,000 ユーザ，約 3日間

（1）基本的機能　他の電話端末等と同様の観点から，基本的機能
として，発信，応答，通信の終了の規定を定める．

（2）発信の機能 　自動発信機能がある場合に，長時間の回線捕捉
や多数回の再発信を抑制するため，アナログ電話端末や ISDN
端末と同様の条件を定める．

（3）識別情報登録 　停電，ネットワーク障害など大規模な通信障
害から復旧する場合，各端末から一斉に登録を行うことで，
ネットワーク設備がそれら登録要求を処理しきれず，ネット
ワークがふくそう状態となり電話サービスが利用できない
ケースが想定されるため，このようなネットワークのふくそ
うを抑止するような条件を定める．

（4）ふくそう通知機能 　ネットワークにふくそうが発生し，電話
を掛けることができない場合，利用者（発信者）は再発信を
試み，ふくそうをより助長させる可能性があることから，ネッ
トワークからふくそうである旨の信号を受けた場合に，発信
者にその旨を明確に通知する条件を定める．

（5） 電気的条件 　事業用電気通信回線設備の損傷を防止するた
め，ISDN端末等と同様に，最大送出電圧等の条件を定める．

（6）送出電力 　機械音声等において通信信号等の送出電力を高く
することは可能であるため，これにより他の利用者に迷惑を
掛けることを防止するため，ISDN 端末等と同様に送出電力を
一定値以下とすることが適当．

（7）  特殊な IP 電話端末 　アナログ電話端末，ISDN 端末等と同様
に，例外規定を定める．

（8）緊急通報機能 　緊急通報について，ネットワーク設備に対応
して，端末設備側でも所要の機能を具備する必要があること
から，通話に用いる端末については，緊急通報へ発信する機
能を具備するように定める．

＊緊急通報機能については，IP 電話端末以外の電話端末についても規定．

図 2　IP 電話端末における技術的条件［2］
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として，特定無線設備の技術基準適合証明制度があるが，
この場合は無線設備として補助マーク（図中四角で囲ま
れている文字）が T ではなく R となる．また，電気通信
事業用回線に接続される特定無線設備（例えば，携帯電
話や無線 LANなど）の場合には， T と R が併記される．
多くの場合，これらの表示は端末機器の電池パックを外し
たところや端末の裏側に表示されているが，平成 22年 4月
からは技適マークの電磁的表示も可能となり，端末のディス
プレイなどに表示させることができるようになった．
また，従来，端末機器の種別としては，以下の 4種類
で区分されていた．

A：電話用設備に接続される端末設備
B：無線呼出用設備に接続される端末設備
C：総合ディジタル通信用設備に接続される端末設備
D： 専用通信回線設備またはディジタルデータ伝送用
設備に接続される端末設備

Aはアナログ電話機，携帯電話機といったもの，Cは
ISDN（Integrated Services Digital Network）電話機，Dは
ルータ，データ通信カードなどが対象となっている．近
年の携帯電話は電話としての機能だけではなく 3G回線
を用いたパケット通信を行うので，Aだけでなく Dとし
ての認定も取得するため，端末機器の種別としては「AD」
と表記される．
2.2 　 IP電話端末の技術基準の概要

アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロ
トコル電話用端末設備として具備しなければいけない事
項については，平成 23年 4月 1日より改正総務省令（端
末設備等規則）において，図 2に示した IP電話に関する
技術的条件 8項目が適用されることとなる．
特に IP電話端末では，通信プロトコルとして SIP

（Session Initiation Protocol）6）やMGCP（Media Gateway 

Control Protocol）7）が主に用いられていることから，各機
能に相当するメッセージやその発信等に関する詳細を規

定することとなる．
ここで，我が国の IP電話端末における特徴的な技術

的条件を幾つか概説する．
（1）識別情報登録

IP電話の多くが利用している SIPでは，端末がネット
ワークに接続されると，ネットワーク上の SIPサーバに
自らを登録するよう要求する仕様となっている．
過去の多くの IP電話が一斉に再登録要求を行ったた

め，呼制御サーバが負荷に耐えきれず不具合が長期化し
た大規模トラブルの事例を踏まえ，技術基準としては，
このような障害が発生しにくくなるよう，サーバの負荷
を下げるように端末ごとに識別情報登録要求のタイミン
グをずらすなどの措置がなされている．
（2）ふくそう通知機能
従来の電話機では，ネットワークがふくそう 8）してい
る場合にはアナウンスや音によりユーザへ情報提供を行
い，しばらく時間をおいてから再発信するよう促してい
た．IP電話においても，ネットワークにふくそうが発生
していることをユーザに対して光や音で通知する機能を
持つことなどの措置がなされている．
（3）緊急通報機能

IP電話でもアナログ電話，ISDN電話や携帯電話と同
様に警察，消防・救急，海保などの緊急機関へ通話を行
う緊急通報機能を確実に使用することができるよう，改
めて措置がなされた．
2.3 　新たな枠組み「E認定」

平成 23年 4月 1日より施行された端末設備等規則等
の改正により，IP電話端末については，新たに「端末設
備であってアナログ電話相当の機能を有するインター
ネットプロトコル電話用設備に接続されるもの」と定義
され，端末機器の種類を示す記号について従来の A～ D

といった区分を準用するのではなく，新たに「E」として
定義されることとなった．
これまで FTTH（Fiber To The Home）に接続して利用
される 0AB～ J IP電話端末（図 4参照）は，制度上で
は「D」，すなわち電気通信回線設備の一端に接続される
ディジタルルータと同様に扱われ，回線上を流れる音声
データは単なる「パケットデータ＝雑音」の扱いであっ
た．しかしながら，「E」として定義されることで，回線
上を流れる音声データは「音声」として位置付けられ，
QoS（Quality of Service）の観点からは最高の優先順位で

AC 09-0001 301T 09 00

補助マーク： Terminal Equipment

端末機器の種別 年-通し番号

301

登録認定機関の番号

図 3　技適マークの表示例
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データが流通することで音声品質の確保を図っている．
2.4 　通信の品質

IP電話と各種電話における通信の品質の比較を表 2に
示す．アナログ電話と IP電話との規格は体系が異なる
ため一概に比較はできないが，同等またはそれ以上の品
質が確保されるよう定められている．なお，IP電話の品
質基準は日本独特のもので，IP電話の業界基準である
RFC 3261等にはこれに該当する規定はない．

IP 電話サービスにおける課題3  

現在技術基準として定められていないが，今後検討すべ
き課題として，停電対策，広帯域 IP電話の品質，IPテレ
ビ電話の品質，端末側での品質測定・表示などが挙げられ
る．中でも停電対策は重要な課題であると認識されている．
従来のアナログ電話は停電時も基本的な機能が使用できる
よう局給電がなされていることに対して，アクセス回線がメ
タルではなくファイバとなる IP電話においては現在の技術
では，特段の対策がない限り停電時に電話を使用すること
ができない．日本では，携帯電話が広く普及し，停電の頻
度の低さ・その継続時間の短さからこれまでは大きな問題
としては取り扱われていないが，いずれ議論される必要が
ある．また，IP電話は通話だけでなく，テレビ電話をはじ
めとする各種アプリケーションが適用されるなど広範な使用
形態が想定され，それぞれの使用形態に適した品質の確保
が求められる．他にも，IP電話サービスでは，回線事業者，
ISP事業者，端末販売会社など様 な々事業者が関与するこ
とから，サービスの不具合や事故が発生した場合，責任分
担を明確に切り分ける必要があるなど，解決すべき課題は
まだまだ山積している．

表 2　通信の品質比較

（第 35 条の 13）
アナログ電話用設備
と同等の安定性が確
保されるよう必要な
措置を講じる

（第 35 条の 11）
端末・端末間における
通話の総合品質に関し
て（R値 80 超，平均遅
延 150ms 未満）の基
準をあらかじめ定め，
その基準を維持

（第 36 条の 5）
端末・端末間における
通話の総合品質に関し
て（R値 50超，平均遅延
400ms 未満）の基準を
あらかじめ定め（届出が
必要）その基準を維持

（第 35 条の 12）
UNI-UNI 間（平均遅延
70ms，揺らぎ 20 ms，
パケット損失 0.1% 以
下），UNI-NNI 間（平均
遅延 50ms 以下，揺ら
ぎ 10ms，パケット損
失 0.05%以下）の基準
をあらかじめ定め，そ
の基準を維持

安定品質設備種別 通話品質 接続品質 総合品質 ネットワーク品質

アナログ
電話

（第 34 条）
端末・端末設備間の，送話ラウ
ドネス定格は 15 dB 以下で，受
話ラウドネス定格は 6dB 以下

（第 35 条の 4）
端末・交換設備間の送話ラウ
ドネス定格は 11 dB 以下で，受
話ラウドネス定格は 5dB 以下

（第 36 条の 3）
端末・端末間における通話の通話
品質に関して，あらかじめ基準を定
め（届出が必要），その基準を維持

（第 35 条）
基礎トラヒックについて，次の各号
に適合しなければならない．
1．受話器を上げてから応答可能となる
まで3秒以上となる確率が0.1以下

2．呼損率が0.15以下
3．国際電話発信は呼損率が0.1以下
4．国際電話着信は呼損率が0.11以下
5．呼出音の通知まで30秒以下

（第 35 条の 5）
同上（第 35 条を準用）

（第 35 条の 10）
同上（第 35 条を準用）

（第 36 条の 4）
同上（第 35 条を準用）

ISDN

0AB ～ J
IP 電話

050 IP
電話

携帯電話
等

端末設備

PC等

アナログ回線

ISDN

ADSL

FTTH

IP電話機

IP電話機

PC等

公衆回線網

ルータ

ルータ 電話機

スプリッタ（周波数分波器）：音声電話とADSL信号の分離・重畳
ADSLモデム：ADSL信号とLAN信号（IPパケット）との変換
VoIPアダプタ：音声信号とLAN信号（IPパケット）との変換

従来の電話機とLANを接続
DSLAM（局内多重化装置）：局内のADSLモデム
IP電話機：VoIPアダプタの機能を持っている電話機

LAN

IP網

電話機

電話機
電話機

サーバ
呼処理

事業用電気通信回線設備
分界点

050

050

0AB～J

0AB～J

0AB～J

関門交換機
（IＣ） 加入者交換機

（GC）
加入者交換機
（GC）

ゲートウェイ

DSLAM

収容
ルータ

中継
ルータ

ディジタル
電話機

DSU TA

ADSLモデム

スプリッタ
VoIPアダプタ

ONU

スプリッタ

050
0AB～J

図 4　固定電話に関する設備構成例
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国際標準化の動向［3］4

ITU-T（International Telecommunication Union Tele-

communication Standardization Sector， 国際電気通信
連合電気通信標準化部門）においては， SG11（NGN ：Next 

Generation Network，相互接続性の確保の検討），SG12

（QoE：Quality of Experience， 要求条件と性能監視），
SG13（NGN）で主にNGNを中心とした研究がなされ，IP電
話・IPTVに関する標準化，IP電話等のアプリケーションを支
えるNGNについて議論がなされている．特に NGNのアーキ
テクチャについては，ITU-T勧告 Y.2006を始めとし，サー
ビスごとに要求条件，機能要件を整理する形式で勧告化され，
NGNが満たすべき要求条件やアーキテクチャをY.2000番台
で，主要な信号方式をY.3000番台で規定している．NGN

のサービスのうち，IP電話に関連するサブシステムは，IMS（IP 

Multimedia Subsystem）として Y.2021に規定され，そのプ
ロトコル群は 3GPP標準や IETF（Internet Engineering Task 

Force，インターネット技術標準化委員会）のRFC（Request 

for Comments）を直接参照する形式が採用されている．
また IETFにおいては，sip-WG（セッション開始プロ

トコル作業部会）で，RFC 3261（SIP : Session Initiation 

Protocol）を中心に，SIPの拡張手順について検討がなされ，
IP電話で広く使われている SIP関連の標準化作業が進んで
いる．また，IP電話，マルチメディア通信，マルチメディア
会議のための SIPの拡張方法に関する検討が sipping-WG

や mmusic-WGで行われている．
これら国際標準の策定にあたっては，総務省だけでなく，
研究所や企業の方々 が我が国の技術が採用されるよう多大な
る努力で貢献している．実際に日本で技術基準化された IP

電話の技術もこれらの国際標準に準拠して規定されている．

IP 電話の今後5

IP電話に要求される機能・性能が我が国の技術基準と
して定められたことから，サービスが今後ますます発展
していくことが期待される．
現在は音声サービスが中心であるが，携帯電話がた
どった道と同様に，テキストサービス，映像との組合せ，
様々なアプリケーションとの連動が図られるだけでな
く，IP-PBX，クラウド技術，モバイル・スマートフォン
技術の発展と重なり，安心・安全かつどこでも使える便

利なサービスが提供されることが期待される．

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よ
りお見舞いを申し上げます．

【用語解説】
1）  0AB～ J番号：加入電話サービスなどで用いられる
電話番号．東京 23区の 03や大阪市などの 06など
のように番号と地理情報とが連動している．番号は
「0ABCDEFGHJ」の 10桁．

2）  050番号：50で始まる IP電話で使用する専用の電話
番号．アナログ電話，ISDN，0AB～ J IP電話等と異
なり，音質の規程が緩い．また，緊急通報に掛けるこ
とができない．電気通信事業法上はデータ通信として
捉えられている．

3）  ユニバーサルサービス制度：NTT東西が法令に基づ
き日本全国であまねく電話サービスを提供するため，
必要なコストの一部（高コスト地域における提供コス
ト）を，NTT 東西以外の事業者も負担する制度．

4）  ソフトフォン：専用の機器を使わずに一般的なコン
ピュータやスマートフォンなどの汎用的な通信機器で
インターネット経由の電話を可能とするソフトウェア．

5）  登録認定機関：総務大臣の登録を受け，端末機器につ
いて技術基準適合認定や設計認証といった基準認証制
度を担う機関．

6）  SIP ：IPネットワーク上で電話の呼設定などをするため
に使うテキストベースのアプリケーション層のプロトコ
ル．IP電話の呼制御プロトコルとしては最も一般的．

7）  MGCP：通信事業者が IPネットワーク上で電話サービ
スを提供する際に使うプロトコルの一つ．ケーブルテレ
ビ網で IP電話を実現する際に用いられることがある．

8）  ふくそう：ネットワーク上で多量のトラヒックが発生
し，通常の送受信が困難な状態になること．

 文　献
［1］ 日経コミュニケーション，no. 47，Dec. 15, 2006．
［2］  平成 21年度情報通信審議会答申，諮問第 2020号「ネット

ワークの IP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」
のうち「IP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故
等に関する事項」（一部答申）

［3］ そこが知りたい最新技術  SIP入門，インプレス R&D，2007.

篠澤康夫

平 13-04 総務省入省以来，電気通
信行政に従事．在ハンガリー日本
大使館二等書記官を経て，平22か
ら現職．現在，国民が安心・安全
に便利な情報通信サービスを享受
することができるよう，通信端末
機器の技術基準策定等に取り組む．



010101010101 はじめに

在ロシア日本国大使館で，情報通信技術（ICT）等担当でモスク
ワに赴任して約 1年半が経ちました．日本にとって隣人でもあるこ
の国に家族 5人で暮らし，ロシア人，ロシアで働く日本人，ロシア
で働く外国人と多く知り合う機会を得ました．
最近日本では，隣国との関係がクローズアップされています．中国，

韓国等とは切っても切れないほどの経済的な結びつきや人的交流が
ある中，ロシアにはそれほどの経済的な結びつきはないようです．ロ
シアは「目覚ましい経済発展を遂げた国だが，怖い国，何が起こる
か分からない国」というイメージが先行しているように思います．マス
メディアも事実よりネガティブに伝える傾向があるかもしれません．そ
のせいか，最近特に増えた観光客や出張者から「思ったよりいい国で
すね．」との声を聞きます．この国に暮らすようになった今となっては，
これを聞くと複雑な気持ちになります．
確かにビジネス面だけでなく，生活自体にも苦労を伴う国では

ありますが，ここ 2，3年での改善は目覚ましく，数年先は，別の
国という人も多くいます．
「敵を知り，己を知れば百戦危うからず．」まずは，私と私の家
族が，ロシアで体験したこと，思うことを御紹介させて下さい．
ロシア人は日本に対して，純粋なあこがれと興味を持ってくれ

ています．隣国の中でも，対日感情の良い国といえるでしょう．
通信業界の鍵を握る本誌読者の皆様と当地でお会いし，日露双方
に利益のある交流に結びつけられたら，どんなに意義深いことか
と思います．お待ちしております．

0202 ICT分野から見たロシア

2.1  統計データ
簡単に申しますと人口 1.4億人，面積は日本の 45倍（1,709.8

万 km2），一人当たり GDPは日本の 1/4程度（8,681米ドル），対
日輸出額，輸入額共に 73億ドル．ロシアにとっての最大の貿易国
は中国（輸出 4位，輸入 1位），政府の財政規模は約 30兆円，今
年の経済成長率は予想値で約 4%です（出所：JETRO統計等）．
当地を新興国として捉え，生産・消費拠点として考慮するなら「中

国ほどの市場はなく，首都も日本からはるか遠く，人件費もさほど安
くなく，進出はしにくい国」という評価になってしまうと思います．
しかし，生産・輸出量とも世界第 1位，2位を誇る豊富な原油・

天然ガスに支えられ，安定した購買力を誇っていることは確かで
す．また，研究者，技術者の賃金が諸外国と比して比較的安いと
もいわれており，技術開発やソフトウェアの外部委託先として考
えている企業も多いようです．
2.2  ビジネス環境
在ロシア日本国大使館経済部では，当地進出の日本企業を御支

援し，要望事項を取りまとめ，露政府への申入れを行う等の業務
も行っています．直接日本企業各位からお話をお伺いする機会も
ありますが，当地で多く聞くビジネス上の困難は，通関，労働許

可，登記，建築許可，事務所賃貸等における許認可の煩雑さ，不
透明性が挙げられます．BRICsという言葉がはやった際の経済誌
に「ロシアリスク」と書かれたものの一つかと思います．税関手続
については，2010年 1月に発足したベラルーシ，カザフスタンと
の関税同盟も，複雑さを増す要因になっており，いまだルール的
に不透明な部分が残っていることも否めません．
これに対し，ロシア政府も改善に向けて行動を取っていることは確

かです．また，多くの日本企業も自社のロシア人スタッフをうまく使いこ
なし，これらの諸問題を乗り越えられているとお聞きしています．
2.3  通信市場概観
御縁があって，当地の通信系日本企業の各位とおおむね月に一度，

懇親会をさせて頂いています．筆者から報道情報を提供させて頂く
一方で，各位からそれ以上の情報を教えて頂いています．そのような
情報も合わせつつ，当地通信事業者グループの業界地図を作成しま
した．大変動きが激しい当地の通信業界ですので，これが皆様のお
手元に届く頃にはまた変わっているかもしれません．
特に，政府系グループの「スビャジインベスト社」の再編が大き

な話題になっています．無事，傘下のロステレコムブランドを頂
点として，多数の地域通信会社をうまくまとめられるか，そして
政府の関与はどのようになるのか，これに注目が集まっています．
2.4  大統領府主導の経済近代化への取組み
奇しくも筆者が着任した 2009年 5月に，大統領付属経済近代

化・技術発展委員会が発足しました．原始的な経済構造（屈辱的
な資源依存等）から脱却し，イノベーション型経済への転換を目
指しています．その優先 5分野が「医療，エネルギー効率，核エ
ネルギー，宇宙・通信，IT」です．
そして，近代化のエンジンとなる象徴的なプロジェクトが，モ

スクワ近郊のスコルコヴォに建設が予定される「スコルコヴォ計
画」（ロシア版シリコンバレー）です．日本でも報道されました
ので，御存じの方もいらっしゃるかと思います．同計画の対外担
当窓口を務める方曰く「大統領府も関わるが，あくまでこのプロ
ジェクトは民間セクターによるもの．研究開発に特化し，イノベー
ションを生み出す街にしたい」とのことです．「イノベーション」が，
ある種人工的に整えられた環境で起こせるのか，このことに注目
や議論が集まっているように思います．
ノキア，IBM，インテル，シスコ等は参画を表明し，法律や知財

保護等の仕組み，基金の設立などの検討をロシア側とともに進めて
います．スコルコヴォ入居企業への優遇措置（限度付非課税等）等も
決まりました．残念ながら参加を表明されている日本企業はいまだあ
りません．それは，我が国企業の琴線に触れるものがないのか，「ス
コルコヴォ」の具体的な形が見えないからなのか．一担当としては，
このまま各国の主要企業が露企業と本プロジェクトのいろいろなルー
ルを決めていくことに，不安を覚えることもあります．
本計画のスーパーバイザである，メドヴェージェフ大統領の一般

教書演説（2009.11）等に，通信分野に関する発言が詰まっています．
皆様のロシア進出へのヒントになれば幸いです．

Россия,  Я тебя любрю...
～ ICT分野から垣間見る，ロシア・モスクワ～

在ロシア日本国大使館経済部　中川拓哉 Takuya Nakagawa
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① 　 2015年までに全人口の 60%がブロードバンドインター
ネットを可能にする．
② 　スーパーコンピュータを産業に活用．通信線を使った（グ
リッド）コンピューティングを含む．

③ 　電子政府の構築．2011年までに 60以上のオンライン手続
を可能にする．情報通信は民主主義を発展させる手段の一つ
（電子政府の構築はロステレコム社が受注）．
④　 2015年までに放送のディジタル化を完了する．
⑤ 　 2015年までに国産通信衛星の能力や軌道上での稼働時間
に関して世界的標準に到達しなければならない．
2.5  当地通信サービスの１ユーザとしての感覚
政策的な話も重要ですが，ユーザ環境のリポートも有益かと考

えますので，御報告させて下さい．
（1）移動体通信
筆者は，当地 3大携帯電話の一つ Beeline（ヴィンペルコム

社）を利用しています．携帯電話は当地ガルブーシュカ（5.1参
照）で大奮発して購入した iPhone3Gです．2009年 6月の値段
は 17,000ルーブル（当時 51,000円相当）でした．当地の携帯電
話は SIM（Subscriber Identity Module）フリーです．料金は安く，
500 MByte，100分通話，SMS200通がセットで月額 1,000ルーブ
ル（2,800円相当）です．モスクワの 3Gは 2009年 12月から開始
されたため，エリアは狭いですが，この 1年で相当広がりました．
高速無線インターネットアクセスは，モスクワ，サンクトペテルブルグ

等主要都市で，WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave 
Access）が利用可能です．当地で一般ユーザに最も広く普及している
モバイルWiMAXオペレータYota（スカルテル社）は月額 900ルーブ
ル（2,520円相当）で通信量無制限で利用可能です．あまり速度は出ま
せんが，メールやウェブサイトを見る限りでは快適です．モスクワの三
つの空港と市内を結ぶ Aero Express列車にも採用され，乗客はWiFi
を通じて無料でインターネットに接続できます．
他欧州諸国と比して，ロシアのユーザは新しもの好きと言われま

す．スマートフォンなどの高機能通信機器は本当によく見かけます．
メドヴェージェフ大統領も無類のガジェット好きで知られ，iPadや
iPhone4を使いこなし，ツイッターにも書込みを行っています．
（2）インターネットサービスプロバイダ
固定インターネットや電話で払う金額も日本と比較して安価で

す．電話は月額 440ルーブル（1,230円相当）で市内固定電話は話
し放題．インターネットは 10 Mbit/sの速度，通信量無制限で月額
650ルーブル（1,820円相当）です．プロバイダ間や CATV事業者
との競争も働いていると思います．
他方で業務目的でのインターネットは相当高いと聞きます．こ

れは，商業ビルの管理者と通信事業者が排他的な契約を結び，テ
ナントに対してプロバイダ 1社としか契約できないようになって
いるためです．本件は連邦反独占庁も調査をしています．

2.6  新しい通信サービスへの対応
2010年は 3.9世代携帯電話（LTE：Long Term Evolution）への準

備が行われました．モバイルWiMAX事業者のスカルテル社や，メガ
フォン社が LTEの実験を行っています．スビャジインベストグループも，
ロステレコム社が連邦 30地域で 2.3～ 2.4 GHzの周波数をLTE向
けに獲得しました．しかし，2010年後半から国防省関係の通信事業
者もLTEへの参入意向を示し，周波数割当が難航するという事態とな
りました．今後も，新聞報道に目が離せません．
毎年 5月に開催される当地最大の通信展示会「スビャジエキスポ

コム」でも 2010年は各通信事業者の LTEの展示が目を引きました．
モトローラ，アルカテルルーセント，Huaweiなどのロゴが通信事
業者のロゴと併記されており，既に欧米企業と密接な関係が出来上
がっていることもうかがわれます．今年のスビャジエキスポコムは
5月 10～13日，テーマは「ディジタルコンテンツ」です．

030303030303 ロシア人ってどんな人？

2.2で述べたロシアリスクには，常識・慣習の違いに基づくや
りにくさなども挙げられています．ここでは筆者が接したロシア
人を通じて，感じたことをお知らせし，少しでもロシアリスクを
減らすことに資することができればと思います．
3.1  多民族国家
これまで，筆者は単にロシア人と書きましたが，ロシア連邦にはロシ

ア人以外にも，ウクライナ人，ベラルーシ人，タタール人，バシキール
人，カザフ人，ウズベク人など多くの民族が生活しています．それゆえ，
常識が違うことを恐れずにコミュニケーションを取るため，我々から見
ると強く主張をする傾向にあると思います．他方で，我々外国人の主
張にも同様に接し，耳も傾けてくれるという利点もあるように思います．
日本人とはコミュニケーション量にも差があると思います．こちらから

積極的に取って，ようやく彼らの普通くらいではないでしょうか．
3.2  類いまれな歴史と厳しい自然

1万年以上も前からこの土地は零下 30度の厳寒の冬にも見舞わ
れる大変厳しい自然環境ですし，加えて政治的にも，ロシアの人々
は帝政時代から専制君主に従わされ，ソ連時代には一部独裁者の
施政すらも受け，ソ連崩壊後は，今日の食べ物に困るような経済
の崩壊を生き抜いてきています．
それらがゆえに，陽にも陰にもロシア人の気質を以下のように

理解しました．
①　生き抜くためには何でもするという芯の強さを持つ
② 　短期実利的で，遠い先のことは不確実，ともすると無意味
と考える 
③ 　その場に居合わせた人でもコミュニケーションを取る傾向が強い
④　友達には，自己犠牲をもいとわない
⑤ 　現状をありのままに受け入れられる忍耐強さがある一方，現
状を好転させるために努力することには億劫

家電量販店ではガラスケースに入れられ，店員に
声をかけると触らせてくれます．全てSIMフリー．

スビャジエキスポコム 2010．モトローラ
も LTEを展示．

WiMAX端末“Yota Egg”とBeeline のプ
リペイド SIMカードパッケージ．
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私の子供たちはときにロシア絵本をめくっていますが，ある絵
本には最後にきつねが出てきて，知恵を働かせて利益を持ってい
きます．日本の絵本のように，うさぎなどが出てきて，きつねを
懲らしめるということはありません．
ロシア人は日本人と比して実利を追いやすい傾向にあると思い

ますが，ともするとこういう絵本を昔から読んでいるからでは？ 
と勘ぐったりしてしまいます．他方で，彼らは仲良くなった人に
は冷たくできない気質があり，困ったことを打ち明けると，スイッ
チが入ったように動いてくれることがあります．
3.3  自国愛
まれに，ロシア人が自分の国のことを悪く言うときがあります．

歴史的にも先進諸外国に遅れをとりがちで，追いつくことを常に
行ってきたロシアですから，自分たちの国が遅れていることに慣れ
ているという雰囲気で話してきます．しかし，当然ながら基本的に
は自国を愛しており，自分の国を悪く言われたくないがゆえに，先
に自分から悪く言っておく趣旨によるケースが多く，部分的にも同
調することはお勧めしません．
他方，諸外国にはないロシアだけの素晴らしいところを外国人から

賞賛されると，恥ずかしそうにされますが，喜んでもらえます．それ
が特にバレエやオペラ，クラシックなどありきたりのものでないときに
効果が高いように思います．それは日本人も同じですね．
3.4  親日家ロシア人
冒頭にも触れましたが，ロシア人は日本のことが大好きです．

ロシア人の対日・対米・対 EU好感度世論調査（出典：レヴァダ
センター）では，日本のことを「大変良い・良い」と答えたのは
2009年は 78%，対露関係が懸念された 2011年でも 67%で，実
に 7割以上の人が好感を持っています．
お店や街角で私たちと話すロシア人が，こちらが日本人であること

を知ると，急に態度が好転した経験が何回もあります．「俺，日本語
知っているぞ『トヨタ』だろ」等と言いつつ，知っている日本語を全て
ぶつけてくるなどの会話が始まります．
日本食レストランも（質はどうあれ），街角にたくさんありますし，日

本の車や家電は当地では高嶺の花です．ロシアの田舎に行っても，電
気店の看板には日本ブランドを見つけます．そのたびに偉大さと経済
力の強さを感じます．それこそが日本の国力の源泉ではないかと，改
めて思い知った気がします．
ただし，ロシア人にとって，アジア系の人々と我々日本人は区

別がつきませんから，街を歩く際は，「好感度」に関係なく，十分
注意して下さい．

0404 出張者向け情報

4.1 キリル文字のススメ
ロシア人とコミュニケーションを取るためには，やはりロシア

語習得が必要ですが，格が六つもあり，名詞の性が三つあり，固
有名詞すら活用するロシア語は，入口のハードルが比較的高い言
語の一つです．まず簡単な挨拶を丸暗記して頂くとして，お勧め
はキリル文字の習得です．
キリル文字が読めるようになると，実は英語と同じ場合があり

ます．例えば「Ресторан」рは rで，нは nと同じ発音になりま
す．読めましたか？  他にも，с…s，я…ya，ю…yu，и…i，п…
p，д…d，ф…f，з…z，б…b，г…g，у…u，ч…ch，ц…ts，
これらを覚えておくだけでだいぶ違います．「Компьютер」（コン
ピュータ），「регистрация」（登録），「Университет」（大
学），「Интернет」（←もう読めますね？）など，読めると実は

聞き慣れた言葉であることが多いことに気がつきます．特に通信
分野は外来語が多いので，あっさり分かることも多いです．そも
そも，看板や標識等に英語表記がほぼ皆無のモスクワでは，周り
の看板が音として読めるようになるだけでも，大分安心できます．
4.2  食　事
初めての訪問の方は，ロシア料理は脂っこいのではないか，と

いう心配をされる方も多いですが，日本人の口にも合うおいしい
料理です．代表格は，実はウクライナ料理の「ボルシチ（赤カブの
スープ）」です．サワークリーム（スメタナ）を入れると味がまろ
やかになります．その他，同じくウクライナ料理の「キエフ風カ
ツレツ（溶かしバター入り鶏カツ）」も日本人に食べやすい料理で
す．パンの中にいろいろなおかずが入った「ピロシキ」（当地のピ
ロシキは油で揚げていません），魚のスープ「ウファー」，「オリビ
エサラダ」，「毛皮のコートを着たニシン」，水餃子のような「ペリ
メニ」，ウズベキスタンのピラフである「プロフ」，麺入りスープ
の「ラグマン」など，皆さん気に入って召し上がります．
4.3  おみやげ
日本人ですから，つい職場へのおみやげ等を気にしてしまうも

のですが，出発前日の壮行会などでうっかり「キャビア」を約束し
て後悔される方がいらっしゃいます．たった 50 gのキャビアが，
7,000ルーブル強ですから，約 2万数千円します．私も出張者に御
案内することはありますが，あまりの値段の高さに皆さん目を丸
くされます．お気を付け下さい．
次におみやげとして候補に挙がりがちなのはウォッカです．こ

れは各種あり，比較的買いやすいおみやげです．高級の代表は
チョウザメのマークが入った「ベルーガ」ですが，ネタとコストパ
フォーマンスでいくなら「プーチンカ」でしょうか．スーパーマー
ケットなどでも各種ありますから，じっくり選んでみて下さい．
加えて，ロシアのビールも意外においしいです．「バルティカ」はスー

パードライよりもう少し軽い感じのものから，アルコール度数の高い濃
いものまで種類が豊富．パッケージの数字はアルコール度数を表して
おり，0，3，7，9等があります．味わいを大事にされる方は，風車
のマークが付いた，「スターリー・メリニク」（古い風車）がお勧めです．
キリンビールに似ているという人もいます．その他では「ザラタヤ・ボー
チカ」（金の樽）というものもあります．
ビールのお伴としては，くん製の魚などもありますが，意外

においしいのはポテトチップスで，イクラ味，キノコ味，長ネギ
味など，日本には見られないおいしいポテトチップスはきっと
話のネタになります．ソフトドリンクであれば，ミックスベリー
ジュースであるМорс（モルス）が口に合います．健康にも良い
とされていますから，レストランでも人気のあるメニューです．
記念の品としては，マトリョーシカ人形，毛皮の帽子などが代

表的ですが，それらは空港や赤の広場周辺の屋台でも買うことがで
きます．最近はサッカーの本田選手の人気からか，モスクワのサッ
カークラブЦСКА（ツェスカ）のグッズも売れているそうです．

左がサワークリーム・キノコ味，
右がカニ味のポテトチップス．

マトリョーシカ人形．
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05050505 理系のためのモスクワガイド

クレムリン，赤の広場，ノボデヴィッチ修道院，雀が丘／モス
クワ大学，トレチャコフ美術館…きらびやかなモスクワ観光案内
は旅行ガイドに任せるとして，本誌読者層を狙って，「理系のため
のモスクワガイド」をお届けします（2010年 11月現在）．
5.1  ガルブーシュカ（Bagrationovsky Pereulok 7）
ここは，「ロシアの秋葉原」として旅行ガイドにも載るようになった

電気街です．ジャンク屋から，大手家電チェーン，有名家電ブランド
まで雑多にお店が並んでいます．個人商店の集合体ですから，欲し
いものがあるときは事前にウェブサイト（露語）で検索してから行くこ
とになりますが，冷やかして歩く分には問題ありません．競争も激し
いため，各店の店長は「サービス」のなんたるかをよく知っていますか
ら親切ですが，気付かずに日本の法令に抵触するようなものをお持
ち帰りにならないよう，お気を付け下さいませ．
　 http://www.gorbushkin.ru/index.php
5.2  オスタンキノ・タワー（St. Akademika Koroleva 15）

1967年に完成した，540 mの放送塔．展望台は 337 m．東京ス
カイツリーができると順位が下がりますが，タワーとしては現時点で世
界第 3位の高さを誇ります．子供を連れて入れないため，展望台には
まだ行けていませんが，下から眺めると，あの辺が，放送局とタワー
を結ぶアンテナ（STL）か…FM放送のアンテナはどこかな？  と探し
てしまいます．エクスカーションツアーはウェブサイトから予約できます．
　 http://www.tvtower.ru/（公式）
　 http://www.nashabashnya.ru/index.htm（エクスカーション）
5.3  宇宙飛行士記念博物館（Prospekt Mira 111）
野口宇宙飛行士がロシアのソユーズロケットで国際宇宙ステーション

に飛び立ち，無事任務を終えて帰ってこられたことは御記憶に新しいと
思いますが，その輝かしいソ連・ロシアの宇宙開発の歩みを目の当たり
にできるのがこの博物館です．ガガーリンより先に宇宙に行ったライカ
犬，1957年の人工衛星「スプートニク」，宇宙服や，ロケットエンジン，
月面車「ルノホート」など，ロシア語を解せずとも見所満点の博物館で
す．最新のロケットは決してハイテクではないのですが，多くの犠牲の
もとに積み重ねた技術の確実さ，偉大さを感じることができます．
　 http://www.museum.ru/m329

 5.4  総合技術博物館（Nobaya Ploshadi 3/4）
電子機器や家電で，ロシア製を見ることは今やほとんどないのが残

念ですが，この博物館ではソ連時代からロシア時代にかけての，テレ
ビ等の家電，通信・放送機器から宇宙・原子力まで，あらゆる工業
技術に関する資料が展示されています．サンクトペテルブルグで使われ
ていたエリクソンの古い電話やソ連製の自動電話交換機もありますが，
中でも圧巻は核融合施設，及び原子力列車の展示です．このような発
想はソ連にしかできない，唯一無二のものと実感できます．
　 http://polymus.ru/

06060606 最後にお伝えしたいこと
あとどれだけ当地にいられるか分かりませんが，恐らく残り 1

年ほどではないかと思います．残りの任期は，この国の人や，こ
の国で働く日本人及びそれ以外の人とより多く知り合うことがで
きればと思っています．
これからのロシアは，1990年代の経済危機を知らない世代たち

が活躍し始めると思います．彼らは今はスターバックスなどでバイトを
していますが，この世代の多くの人は，私が話しかけても，ときに英
語で応答し，普通に笑顔を見せてくれます．ソ連時代に相争った西
欧や米国にも親しみを持って接しています．彼らが社会の表舞台に立
つとき，この国はまた大きく変わってくると思います．それはこの国が
「普通の国」になるということなのか，どういう結果をもたらすのか，
全く考えも及びませんが，新たな可能性を秘めた世代であることは感
じることができます．そして私は個人的にも大変期待しています．
日本とロシア，多くの壁があるようで，実は日本人のみが壁と感じて

いることが多いようにも思います．今のロシアとの仕事では，大変なこ
ともたくさんありますが，日
本がこれをリスクと考えす
ぎ，この国から離れてしま
うと，上に述べた若い世代
から日本の良いイメージが
薄れ，パートナーとして西欧
や，米国が強く意識されて
しまうことにつながると思い
ます．そしてこれは，日本に
とって大きな損失となるはず
です．

 私と私の家族が，ときに
困りながらも，なぜか愛し
てやまないロシア．これか
らもずっと見ていたいと思
います．
Россия, Я тебя     любрю!

ガルブーシュカ（Bagrationovsky Pereulok 7） 宇宙飛行士記念博物館（Prospekt Mira 111）

中川拓哉

平 14総務省（情報通信）採用．電
波部基幹通信課，農林水産省地域
整備課，情報流通行政局情報流通
振興課等を経て，平 21-05 より在
ロシア日本国大使館経済部二等書
記官．２男１女．
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ま え が き

ISDN（Integrated Services Digital Network）は，
現在インターネットで実現されている音声・データ・
画像など情報通信サービスをディジタル網で一元的に実
現しようというビジョンを持った先駆的な動きであっ
た．このビジョンは 1970年代に ITU（International 

Telecommunication Union，国際電気通信連合）に提
案され，1980年代から本格的な検討が ITUを中心に
世界の先進各国で進められた［1］．当時は，音声通信は
電話網で，データ通信はデータ通信網で行われることを
前提として，ITUでもそれぞれの検討に別な研究委員会
（SG：Study Group）が設けられていた．例えば電話網
のプロトコル検討は SG11が担当し，データ網全般の検
討は SG7が担当していた．
また通信網もアナログ方式が全盛の時代で，ようやく
各国で当時台頭しつつあったディジタル技術をどのよう
に網に導入していったらよいのかの検討が始められてい
た．加入者線から集められた多数の回線（チャネル）が多
重化されている中継網では，網をディジタル化する方が
経済的であったので，そのディジタル化は経済性の論理
だけで行われた．しかし，中継網のディジタル化を行う
にあたって，当時の先人たちの偉いところは，ディジタ
ル化の特質が全ての情報を１，０のディジタル情報によ
り表現できるので，加入者線の部分もディジタル化すれ
ば音声・データ・画像情報を同じ加入者線で扱うことが
できるという ISDNのビジョンを描いたところにある．
このビジョンには懐疑的な国もあったが，日本及び欧

州諸国は ISDNのビジョンの下に積極的に伝送路と交換
機のディジタル化を進める機運にあった．このような時
代的な背景を基に 1977年から ISDNの検討が ITUで
取り上げられ，1984年に暫定勧告が，そして 1988年

に本格勧告が承認された．この標準化にあたっては，日
本から多数の代表が積極的に貢献した．ISDNのコンセ
プト及び伝送路の標準化には当時 NTTの沖見勝也氏，
ISDNの信号方式には当時 KDDの太田亨氏，池田佳和
氏，当時 NTTの筆者らなどが ITUの作業部会（WP：
Working Party）や分科会の議長といったキーマンとし
て活躍した．ITUにおける標準化会議の雰囲気を，当時
の SG11会合でのスナップ（図 1）で紹介する．
本稿では，現在の若い技術者・研究者諸君に考えて頂

く種を提供するという観点から，ISDN標準化のパイオ
ニアとしての先駆的な役割とその限界について述べる．

ISDN標準化の先駆的役割とその限界

ISDNの標準化を現時点で振り返れば，現在のような
ディジタル時代がくることを予見したパイオニアとしての先
駆的な役割と，またパイオニアだからこそ持つ限界がある
ことを当時標準化に携わった者として感じざるを得ない．
ビジョン面での ISDN標準の先駆的な役割としては，
中継網を ISDNのビジョンの下にディジタル化していっ
たこと，また加入者網のディジタル化が進めば新しい各
種の情報通信サービスが可能になるというビジョンを提
供したことにある．

早稲田大学  加納貞彦 Sadahiko Kano

 東京工科大学  北見憲一 Kenichi Kitami

ISDNの標準化
～パイオニアとしての先駆的な役割とその限界～～パイオニアとしての先駆的な役割とその限界～

図 1　ITU-T・SG11 会合風景（2000 年）
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また，技術的に言えば，ISDN標準の先駆的なところ
は，サービス及びネットワークの構造を標準化したことで
ある．これによりネットワーク事業者が提供する伝送（ト
ランスポート）サービスとその上で実現されるアプリケー
ション・サービスの区分が明確化された．またネットワー
クの標準化を，国際網の枠から飛び出させ，ユーザ網イン
タフェースの標準化，及びネットワークとネットワーク・
インタフェース標準化まで拡大したことである．
中継網のディジタル化は，高速ディジタル基幹網の早

期展開につながり，現在のインターネットの早期実現に
大いに寄与した．各種の情報通信サービスが予見される
というビジョンは，ユーザ網インタフェースの標準化と
あいまって，それらのサービスが花開く時代にふさわし
い通信網事業の在り方を考察する機運を生み，各国の通
信網事業の民営化及び端末インタフェースの開放に向か
わせる機運を生じさせた．また，ユーザが使う通信機器
がネットワークとは独立に発展できるようになったこと
で，通信端末分野への新規企業の参入も進み，インター
ネット時代のホームネットワーク機器も含めて，今日見
られるような多彩なユーザ通信機器の出現を可能にし
た．この結果，1984年の英国を端緒に 1985年には日
本及び米国で通信網事業の民営化（競争導入）と端末開
放が行われ，その後世界各国で続々同じことが行われて，
今日のディジタル情報通信時代への端緒が開かれた．
またネットワーク間のインタフェースの標準化により
国内・国際におけるネットワーク間の相互接続条件が
整備され，これが新規通信事業者との網間接続へと発展
し，特に携帯電話網と固定網との相互接続などをスムー
ズに実現させるなど，自由競争導入の基盤となった．
通信事業への自由競争の導入やその基盤となる加入
者線と網間インタフェースの標準化は，国際標準と整
合する形での国内の通信標準（ITU勧告のローカリゼー
ション）策定の機運となり，米国の T1委員会，欧州
連合（EC）の ETSI（European Telecommunications 

Standards Institute）， 国内の情報通信技術委員会
（TTC）などの活動が活発化した．
一方，その限界といえば，各種の情報通信サービスの研
究やインタフェースの標準化を，当時存在していた電話・
ファクシミリ（以下，Fax）などの比較的単純な端末を想定
して，網提供者（キャリヤ）側の目線で行ったことにある．
当時出現しつつあった高機能なパソコン（PC）や更に今日
の高機能な携帯通信機器（スマートフォン）が情報通信サー

ビスの主流の通信機器になるという時代を予測できなかっ
たところに限界があると言わざるを得ない．これが，比較
的簡単な端末で実現できるプロトコルを ISDNの加入者
インタフェースとしたという限界につながることになる．

時代の背景

ISDNの標準化が本格的に行われた 1980～ 98年の
期間は，どのような時代だったのであろうか．通信産業
の歴史から見ると，市場開放と通信事業者の民営化とい
う大きな変革期のただ中にあったといえる．この変革は
ISDNのビジョンによってもたらされた一方，ISDNの
標準化にも大きな影響を及ぼした．
この時期までは，通信事業は大きな先行投資が必要で，
複数の競争的な設備を投資することが国民経済的に見て
大きな無駄を生じるので，独占的に提供することが経済原
則にかなっていた．したがって，世界各国で通信事業は
国営若しくはそれに準じる独占的会社が行ってきた．そ
れらの事業者に必要な通信機器を製造するメーカも国別
に存在し，密接な関係を独占事業体と持っていた．例え
ば，フランスでは郵電省とアルカテルが，ドイツでは郵電
省とジーメンスが協力する形になっていた．北米では，電
話事業の創始者であったベル電話会社（AT&T）が研究開
発を担当するベル研究所，機器製造を担当するウエスタン
エレクトリックと一体で運営する，いわゆる垂直統合と
いわれた体制で電話事業を支えていた．カナダでも，同様
にベルカナダとノーザンエレクトリック（後のノーザンテ
レコム）の垂直統合体制ができていた．日本では，国内通
信を NTTが，国際通信を KDDが独占的に提供し，国内
メーカである NEC，日立，沖電気，富士通が必要な伝送
路，交換機等を製造し NTT，KDDに納入していた．
この独占事業体とそれに密接に協力する国内メーカで

通信事業を提供する形態が前述のように，競争を導入す
ることにより情報通信サービスの活性化を図る方向に転
換されるようになった．1984年には英国で国営であっ
た British Telecomが民営化された．1985年には日本
及び米国で競争導入が行われて，日本では NTTが民営
化され，新規通信事業者の参入が行われた．米国では，
独占事業体であった AT&Tが分割され，長距離通信を
行う AT&Tと地域通信を担当する 7社の地域通信会社
が誕生した．これにより旧 AT&Tの研究所であったベ
ル研究所も地域電話会社の R&D（研究実用化）を担当
するベルコア（Bellcore）と AT&Tの研究所に分離さ
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れた．この後，1995年のドイツテレコム，1996年の
フランステレコムの民営化，1988年での欧州連合各国
での市場競争の導入などが続いた．その過程で，通信ビ
ジネスの垂直統合，若しくは主管庁とメーカ間の蜜月の
時代が終焉していった．ISDNの標準化は，このような
変革期である 1980年代にまさに行われたのである．そ
の後，1990年代になると，インターネット技術の本格
的な台頭の時代になり，シスコ社に代表されるインター
ネット機器製造メーカがインターネット標準の作成と機
器提供という形で，通信産業全体を蚕食していく時代に
つながっていく．以上の経過を図 2にまとめる．
技術的には，先行していた伝送路の PCM技術による

ディジタル化に対応し，1976年には米国で No.4 ESS

が，我が国では 1982年に D60が，ディジタル中継交
換機として導入された．続く 1980年代は電話網ディジ
タル化の仕上げとして，最も難関とされたディジタル加
入者回路の開発を基盤としたディジタル加入者線交換機
の導入が本格化した時代であった．米国では 1982年に
No.5 ESSが導入され，我が国では，1983年に D70が
導入された．また，ISDNの豊富なサービスを可能とす
る本格的な局間共通線信号方式として，No.7信号方式の
メッセージ転送部と電話ユーザ部が 1980年に標準化さ
れ，その後の ISDNユーザ部標準化の基盤が形成された．

端末機能としては，電話網での標準的な Faxとして
広く普及した G3方式が 1980年に標準化され，ISDN

への適用を目指した G4方式の標準化も始められた．ま
た，ビデオテックス，テレテックスという当時テレマ
ティクサービスといわれた各種のデータ通信サービス
の標準化が進められていた．この 1980年代は，現在隆
盛を極めているインターネットにおいては，基盤技術が
着々と積み上げられていた年代であったが，一部の研究
者が中心となって推進するに留まり，コンピュータ通信
の標準化の主流は，ISOで 1977年以来標準化が進めら
れ，1984年前後に規格が制定された OSIであった．

標準化のポイント

ITU-Tにおける標準化の推移を見ると，それまでは電
話網の枠組みの中で，各国の国内電話網を国際間で相互
接続するために，サービス，品質，番号方式，伝送方式，
交換方式，信号方式等の個別の標準化を行ってきた．他
方，純粋に国内マターである加入者線インタフェースに
関しては，従来その国際標準化は，ITUでは検討の対象
外であった．しかし，ISDNにおいてはディジタル信号
が国際網を経由してユーザ網インタフェース間でエンド
ツーエンドで直接送受されるために，その標準化を ITU

で行うということになった．このインタフェースの標
準化は，ユーザの通信機器の国際市場を形成するために
も重要なことと考えられた．また国内電話網に関する標
準化も，従来は ITUで取り上げて来なかったが，各国
における競争導入により複数の国内網を接続する必要が
あるため，共通の網間インタフェースを標準化する必要
があるので，国際・国内で共通の網間相互接続インタ
フェースの標準化を行うことになった．

ISDNの標準化は，このように，ITUにおける標準化
範囲を国際間だけでなく，国内網の網間及びユーザ網
インタフェースまでを適用範囲とするという具合に大幅
に拡大した．

ISDNの標準化を進める過程で，大きな技術的な課題
は，相互には通信できない多種・多様な端末に対し，同
じネットワーク，インタフェースを共有できるようにすること
であった．当初の検討では，電話専用の A1インタフェー
スなど，用途ごとのインタフェースを設ける考えもあった．
しかし汎用・多目的のインタフェース（Axインタフェースと
呼ばれた時期もあった）で一元的に ISDNのサービスを
提供していく，という枠組みが固まった．

 ITU の標準化 各国の通信事業の動向 

1972 No.6 信号方式承認
1973 No.7 信号方式検討開始
1974 
1975 
1976   加ノーザンテレコムに名称変更
1977 ISDN の検討開始
1978 
1979 
1980 No.7 MTP，TUP 標準化
1981 ISDN 検討の本格化
1982   英国でマーキュリー参入
1983 
1984 ISDN 暫定勧告承認 同意審決を受け米 AT&T 分割，英 BT 民営化
1985  NTT 民営化，米国に市場競争導入
1986 
1987 
1988 ISDN 本格勧告承認

1995   独 DT 民営化
1996   米ルーセントが AT&T から分離，仏 FT 民営化
1997 
1998   欧州各国で市場開放，加ノーテルに名称変更
1999  Bellcore がテルコーディアに変身

図 2　ISDNが標準化された時代



66 通信ソサイエティマガジン  No.17［夏号］2011

で一本化され標準化された．この議論の過程はシェーク
スピアの戯曲「ハムレット」の言葉をもじって，「2B or 

not 2B」といわれたものである．

標準化を推進するプロセスの改善

　 ISDNの標準化には，従来の国際標準化活動には参加
していなかった各国の研究機関で研究開発を担当してい
た専門家が多数参加した．主な機関を挙げれば，NTT

及び KDDの研究所（日本），ベル研究所・ベルコア（米
国），ベル・ノーザン・リサーチ（カナダ），BT研究
所（イギリス），CNET（フランス），FTZ（ドイツ）な
どである．ISDNのユーザ網インタフェースを担当した
SG11の第 6作業部会（WP6）（議長：加納）は年 2回開
催されたが，毎回の参加者は 120～ 150名程度もあっ
た．また毎回の作業部会の会合には，毎回 100件以上の
多数の寄書が各国の研究機関から提出された．
このような多数の専門家と寄書からなる会合を効率的
に開くために，議長としての加納は様々な工夫を行った．
例えば，分科会（SWP：Sub-Working Party）を設ける
こと（一つの分科会の議長を北見が担当した），作業部
会の中にキーメンバを集めたマネジメントチームを設け
て，会合の一日前に集まり提出された寄書をどこでどの
ように議論するかを決めること，会合で取り上げる提案
は口頭では認めず，必ず寄書の形で行うことなどである．
このような簡単なことでさえ，それ以前の ITU会合に
出ていたベテランからは苦情が出た．例えば分科会を設
けることは，派遣する代表が少ない国には会議の進捗が
分からない，マネジメントチームには特権が与えられる
のではないか，口頭での提案を認めないのは柔軟性に欠
けるなどであった．これらの苦情に対して，100名を超
える参加者，100件を超える寄書のある現状ではそうせ
ざるを得ないことを丁寧に説明し了承してもらった．そ
の代わりに運営の透明化と分科会の報告書を最後の全体
会合に必ず提出してもらうこととした．この結果，特に
マネジメントチームのメンバ（分科会議長を含む）には
大変な御苦労を強いることになり，大半の方の会議期間
中の睡眠時間は大幅に削られた．しかし，皆，気持ち良
く協力してくれた．皆で協力して新しい時代を切り開い
ていくのだという気概にあふれていた．
また勧告の文章をできるだけ早く作成し，それを土台
にブラッシュアップして議論することとした．そのため
に，勧告案を以下の 3段階に分類することとした．

この汎用・多目的インタフェースを利用者の負担を最
小限にして実現するため，複数の端末を収容できるバス
接続を実現することとした．バス接続では，複数の端末
がランダムにバスの利用を試みるので，その競合をエレ
ガントに制御できる必要があった．また，着信側のイン
タフェースに複数の対応メディアも異なる端末が接続さ
れ得るので，その中から発側と通信可能な端末のみが応
答できるようにする必要があった．これらの課題を更に
難しくしたのは，端末のポータビリティの確保で，使用
者が特別な操作をせずに，バスに端末を接続すれば，直
ちに使えるような方式が求められた．
これに対して，バス接続でのアクセス競合の新しい解
決方式やバス接続への着信時に多様な端末から通信可能
な端末（例えば G4 Fax）を選択する新しい着信制御方式
が考案された．これらの技術の詳細な説明は本稿では省略
する［2］～［8］．ISDN用に開発された技術とインター
ネットの技術と比較すると，インターネットでは，下位
層は IP（Internet Protocol，＋リンク技術）で統一され
ており，通信可能性の判定は不要になっている．また，
インターネット用に開発された DHCP（Dynamic Host 

Confi guration Protocol）手順を用いて，PC（Personal 

Computer）接続時に自動的に IPアドレス等が割り当てら
れる形で，端末のポータビリティも確保されている．個々の
アプリケーション・サービスを実現する応用層は，トランス
ポート層が提供するポート番号で識別され，標準的なサー
ビスに対してはウエルノウン・ポート番号と呼ばれる形で，
使われるべきポート番号が標準として規定されている．この
ように同様の問題を解決するのにインターネットのプロトコル
（TCP/IP：Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol）では別な解決方法をとっており，これが現在の
主流になって，マルチメディアサービスを円滑にインターネッ
ト上で可能とする要因になっている．

ISDNでは，国際的な標準化インタフェースを固めるた
め，様々な要求条件が各国から出され，これを満たす解が
追求された．例えば，インタフェース構造で見れば，当初
は各国のサービス要求と加入者線伝送方式の実現見通し
を反映して B＋d＋d, B＋D, B＋b＋Dのような様々な
インタフェース構造が提案された（B＝64 kbit/sの通
信用チャネル，ｂ＝16kbit/sの通信用チャネル，D＝
16 kbit/sの制御信号用チャネル，ｄ＝8 kbit/sの制御
信号用チャネル）．
これが，審議を重ねる中で最終的に 2B＋Dという形
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　第一段階　 Preliminary

　第二段階　 Cooling（寄書でのみ修正提案可能）
　第三段階　 Frozen（誤りでない限り修正禁止）
この段階分けにより，作成中の各勧告案がどのような
段階にあるのかについて参加者の意識統一ができて，議
論が建設的に行われた．
更に ISDNの標準化が総合的なプロジェクトである

ために，多数の研究委員会（SG）が関与した．例えば
網全体のコンセプト・ISDN標準化の統括（SG18：現
在の SG13），伝送方式（SG15），信号方式・プロトコ
ル（SG11），サービス・番号方式（SG2），情報通信機
器（SG8：現在の SG16）などである．加納は，SG11

の作業部会の議長であるとともに，網全体のコンセプト
及び ISDN標準の統括を行っていた SG18でも課題担
当者（ラポータ）の役割を与えられ，各 SG間の調整に
当った．このため，年に 10回程度の外国出張を行い，
標準化の進捗だけでなく，各 SG間の調整の任に関わっ
た．ここにおいても複数の SG間の調整を行う仕組みを
ITUに提案し，採用された．例えば SG間の調整を行う
ためにリエゾンステートメントを SG間でやり取りする
こと，議論が必要な調整には SG間で合同検討会（Inter 

SG（ISG）会合）を開くことなどである．
また，民間標準化団体や地域標準化団体との協調体制
の確立にも努めた．

標準化会合の大切さ，楽しさ

「下部構造は，上部構造を規定する」とマルクスは言っ
た．下部構造である社会インフラストラクチャ（基盤）
を作ることは，上部構造である社会を変革することであ
る．このような気概を技術開発を担当する私たちは持っ
てよい．科学者は真理の探究が使命であるが，工学者・
技術者はその成果を社会に具体的に提供することにあ
る．現在はグローバル化社会の時代である．技術開発し
たものが社会に受け入れられ全世界で使用されるために
は，国際標準化が必須となる．
このように国際標準化の活動は，やる価値のある大切
な仕事である．まず提案したい技術・方式を持って，そ
れを世界に広めようという目的意識を持って，国際標準
化活動に参加することが大切である．技術動向把握と
いう参加の形態もあり得るが，その場合も，自らの技術
者としての見識をその場で示し，議論に入っていくこと
で，得られるものが大きく変わる．

次に国際標準化作業に自ら参加することには，どのよ
うな楽しさがあるのかを私たちの体験を通して感じたこ
とを述べる．まず，体感すると思われるのは，一企業，
一国内で開発された技術は，独りよがりになりがちで，
これが国際標準化の場でもまれ，最後に生き残るのは普
遍性があり，優れた技術になっている，ということであ
る．国ごとに様々な価値観や文化が存在し，各国の提案
には知らず知らずのうちに，そういったものが反映され
ている．標準化の場でもまれる中で，各国が実現したい
要件を満たしつつ，どこの国でも使える技術に進化させ
る必要がある．その過程を見届けることは，これからの
グローバル化時代に役立つ得難い経験といえる．
また，各国の代表は，それぞれの国や会社を背負って

参加してくるので，当然，議場の場では激しい応酬もあ
る．しかし，会議が終われば一個人として，様々な交流
を経験できる．筆者（北見）も，会議場で相手の提案を
強く批判した後，宿の近くのレストランに行くと，罵倒した
相手がいて一瞬ためらったが，同席してみたらフランクに
付き合ってくれて，大いに安心した経験もある．この経験
から言えることは，議場では問題（Problem）だけを議論
し，決して議論の相手の人間的（Personal）な側面には
触れないことである．逆に，議場外に出れば，今度は問
題（Problem）は忘れて，人間的（Personal）側面で交流
を深めることができる．議場内で真剣に議論を戦わせた
相手と親しい友人になることがしばしばある．
また議場内での議論及び議場外での英語での会食の場
も多く，当然のことではあるが，英語でのコミュニケー
ションを磨かざるを得なくなる．よく，日本人は英会話
が下手と批評されるが，当時「日本人は 1回目は静かで
あるが，2回目にぼちぼち話しだし，3回目には饒舌に
なる」という論評もあった．中学・高校・大学の教養で
基礎力を培われた英語力は，本当に使わざるを得ないと
きには，力を発揮するものである．そのためには 1回目
は静かに会議の進め方や発言の仕方などを各国代表の議
場でのやり取りを通して学ぶ．この表現は使えるといっ
たことなどをメモしておくのもよい．２回目からは思い
切って発言してみることを勧める．そうすれば３回目か
らは度胸もついてその場の議論の流れに乗った発言もで
きるようになる．
標準化活動の経験が深まれば，課題担当者（ラポータと
称されている）や，会議の議長の役も回ってくるようにな
る．こうなると，縁もゆかりもない各国代表を束ねて，意
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見をまとめたり，仕事をしてもらったり，ということに
なる．リーダとしての言動で外国人を動かすことになるの
で，論理や人間的な誠意・ユーモアなど持てるもの全て
を使って，参加者を引っ張っていくことになる．よくし
たもので，役付きの仕事で困っているときに，本人が真摯
に取り組んでいれば，議事メモを取ってくれたり，発言の
解釈をしたりして，親切に助けてくれる人たちも現れる．
こういった人たちとの交流も，得難い経験である．
私たちも幾度かの失敗を経て，議長やラポータをやら

せて頂いたが，その経験は世界を変革する活動に従事し
ている使命感と満足感，そしていろいろなことを学ばせ
て頂いた機会だったと今でも感謝している．

む　す　び

これまで ISDNの標準化について，その活動が目指した
ビジョンとその実現に向けた挑戦，その活動の背後にあっ
た電気通信事業環境の激変，ISDN標準化の主要ポイン
トについてまとめてきた．また，標準化といえども，各国
の代表による人の営みであり，その営みの円滑化に向けて
様 な々工夫がなされたこと，その営みに参加することの意
義や楽しさについても，筆者らの経験を踏まえて述べてき
た．ISDNの標準化には様 な々局面がある．それを筆者ら
の限られた体験を通してまとめたが故に，言及しきれない
面，偏った見方も残されていると思うが，御容赦頂きたい．
振り返ってみると，ISDNはディジタル接続がマルチメ

ディア通信を支えるというビジョンを示し，電話網のディ
ジタル化の技術的可能性を示す等，先駆的な役割を果
たし，また網間インタフェースの標準化等により，通信事
業での競争環境の整備にも貢献したといえる［9］，［10］．
しかし，コンピュータも含めた大きな技術の発展の中で，
その限界も持たざるを得なかったことも否めない．特に，
その後の大発展でマルチメディア通信の主役となったコン

ピュータの接続という観点から見ると，64kbit/sは物足
りなく，回線交換やコネクション形のパケット通信も多数
の相手とバースト的にデータをやり取りするコンピュータ通
信には適していなかった．また，インターネットの基盤と
なったコネクションレス，ベストエフォートのサービス理念
は，当時の通信事業者からは受け入れ難いものであった
し，ルータの容量拡大も当時の想像を超えていた．これ
らも通信事業関係者の R&Dが主な推進者となっていた
ISDNの標準化の限界につながっている．とはいえ，総
務省の発表した統計では，2010年 3月末現在の ISDN

加入契約者数は国内合計で 542万 1,000ということで，
新たなインタフェースを必要とするネットワークサービスとし
て，これほど多数のお客様に今でも使って頂き，お役に立っ
ているのは，その開発に参画したものとして，感慨深い．

ISDN標準化の節目・節目で幾つもの決断がなされ，
それらの決断が積み上がって ISDNの各種仕様が固めら
れてきた．前述した 2B＋Dのインタフェース構造もそ
の一つである．これらの過程を「妥協」と見る向きもあろ
うが，利害の対立する国際会議で一つの国が一人勝ちす
るという形は，結局は健全な標準につながらない．各国
が「equally unhappy」でありながら，それでも承認しよ
うとする微妙なバランス点をついているからそのような
合意が得られるわけで，また，それが十分に技術的妥当
性を有しているから，長く使われる標準になると言える．
また，民主主義と同様，ITUでのコンセンサスベース
の合意形成は大変な手間のかかるものではあるが，それ
が故に特定国の独裁や，一方の国の主張を通すための戦
争が避けられていると見ることもできる．昨今の南北問
題に象徴されるように，国際的な交渉では当事者の主張
は当初はかなりの距離があるもので，その壁を破るため
には，明確な理念と議長国等の粘り強い努力が必要にな
る．ITUなどの国際標準化活動は，技術者同士が集まる

図 3　1984 年時点のディジタル加入者線信号方式関係者 図 4　1988 年時点でのディジタル加入者線信号方式関係者
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分，まだ技術合理性が通用するという救いがあり，こう
いった活動に参加する中で，若い人たちが健全なグロー
バル感覚を磨いていってくれればと祈念する次第である．
最後に，このような執筆の機会を与えて頂いた本会
に深く感謝する．この機会に，1984年のレッドブッ
ク勧告発行時，1988年のブルーブック勧告発行時の，
SG11のディジタル加入者線信号方式標準化の関係者の
記念写真（図 3，図 4）を紹介させて頂く．図 3は，ま
だ ISDN草創期ということで，標準化への参加者は限ら
れていたが，筆者らも含めて若い人も多く参加していた．
図 4になると，ISDNとして標準化すべき技術仕様の広
範化に伴い，関係者も増加し，日本から中軸となって参
加するメンバも多くなっていることが写真に写っている
メンバの顔ぶれを見ても分かる．こういった記念写真を
感謝状とともにキーメンバに配布するのはこのグループ
だけで，日本人のきめの細かさが国際活動で国際交流の
和やかさを醸し出していたのである．

 用語解説
・ ITUと ITU-T：ITUは国際電気通信連合（International 

Telecommunication Union） と称される国際連合
の常設専門機関の一つで，スイスのジュネーブに本
部がある．ITUには，電気通信関連の標準化を担当
する ITU-T（Telecommunication Standardization 

Sector），無線関連の標準化を担当する ITU-R，開発
途上国支援を担当する ITU-Dの 3セクタがある．ITU

の各セクタ内には，本稿でも紹介した多数の研究委員
会（Study Group）があり，各々に標準化課題群が割り
当てられている．ITUは 4年の会期を持ち，会期ごと
に各 SGの議長・副議長の選任，標準化課題の SGへ
の割当，事務局幹部の選任などが行われる．以前は，
勧告の承認は会期末に限られていたが，現在は，随時
勧告の承認が可能となるなど，標準化活動にも大きな
柔軟性が取り込まれている．

・  寄　書：寄書（Contribution）とは，ITUに参加す
る各機関が ITU会合に提案する内容を記載する文書
で，ITUでの標準化活動への寄与・貢献という意で
このような名称になっている．ITUでの文書には，こ
の寄書の他，会合の報告書や勧告案などを記載するレ
ポート文書（Report），議長や課題責任者，草案執筆
者などの公的な職務の人が提出するテンポラリ文書
（Temporary Document）などがあり，会合参加者は，
これらの多様な文書を，その位置付けも理解しながら
読み通して，活動に反映していく必要がある．

・ 勧　告：ITUにおける標準は勧告（Recommendation）

と呼ばれる．これは，従来は ITUが各国の電気通信担
当の主管庁の集まりであったことから，各国の主権を
尊重して，お勧めという意の用語を割り当てたもので
ある．ITUの 4年の会期ごとに，会期末の時点で承認
されている勧告一式を，その都度表紙の色を変えて発
行していたため，その色を参照して，レッドブック勧
告等と呼んでいた．
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はじめに1
好奇心は思わぬ現実に驚くことから始まる．思わぬ現

実に接する機会があると，毎日がわくわく楽しい．自然現

象に目を開き始める時期にある子どもたちに，そんな機会

を準備したい．大人が子どもたちにできることは何か．本

誌編集委員会の懇親会にてそんな話題が何度か出ていた

が，昨年の忘年会でついに編集委員長が立ち上がった．

「それ，連載企画にしましょう．小瀬木さん，一筆．」

いや，あの，編集委員長，本会の諸兄相手にゲルマラ

ジオの記事を書くなんて，思わぬ現実です．

本文では製作記事や論文とは視点を変えることとし，

子どもへの説明事例などを中心に筆を進めたい．本稿

が，次世代の学問入門や子ども工作教室を支援する場合

などに役立つ話題提供になれば幸いである．子どもと楽

しもう．

部品選定の御参考2
ウェブサイト（http://www.k5.dion.ne.jp/~radio77/ な

ど） の他，多くの本や雑誌に，参考になる設計や製作の事

例が見られる．基本は，アンテナとアース，共振回路，ダ

イオード検波回路，電気音響変換を組み合わせるだけであ

る．ここでは，最近の部品選定の注意点のみを記載する．

ゲルマラジオの部品で最も選択肢の広いものは，共振

回路であろう．この部分は，製作時間を左右するほか，

使用環境に応じた方式を選ぶ配慮が必要である．屋外の

大きな固定アンテナを使えるかどうかが，判断の分かれ

目である．固定アンテナや電灯線アンテナを使える場合

は，直径数 cmのコンパクトな空芯コイルなどを使用で

きる．この場合，コイルは単なるインダクタンスであっ

て，アンテナの機能はほとんどない．ただし，最近は電

源にいろいろな雑音が乗っている場合もあり，電灯線

アンテナを期待できない事例もある．一方，屋外の固定

アンテナを使用できない場合，大きめのループアンテナ

がお勧めである．工作教室でも，直径数十 cmのループ

アンテナを採用している事例が見られる．

時間がなければ，フェライトバーアンテナなど市販

品を使ってもよい．トランジスタAMラジオ用として，

バーアンテナとポリバリコンは今でも入手できる．

時間と根気が十分あるなら，コイルは自作可能である．

自作コイルも，小形のコイルから直径数十 cmのループ

アンテナ兼用のものまで選択肢は広い．画鋲
びょう

と電線で木

造家屋の六畳間一杯にループを作った例もある．線材や

巻き方などに応じて，受信感度，選択度，受信周波数範

囲に影響する．しかし，細かいことを気にせずに，まず

は遊び半分に作ってみることをお勧めする．最初は音が

出るだけで子どもは驚き，喜んでくれる．

 電線を密に巻いてコンパクトなコイルにするときはエ

ナメル線など絶縁電線が便利である．隣の電線と接触し

ないようにコイルを巻けるなら，裸銅線も使用できる．

はんだ付けをしないなら，安くて軽いアルミ線としても

よい．図 1に例を示す．
検波回路のダイオードには，ゲルマニウム製など順方

向電圧が低いダイオードを使用すると受信感度が高くな

る．入手困難な場合は，LED（Light Emitting Diode）や

シリコンダイオードなどに順方向電圧分のバイアスを掛

けても使用できる（http://bbradio.web.infoseek.co.jp/

▲図 1　ポリウレタン銅線，裸銅線，アルミ線
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子どもと遊ぶ
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germa13/germa13.html）．

電気音響変換には，注意が必要である．クリスタルイ

ヤホンなど高インピーダンス（数十 kΩ）のものがゲル

マラジオによく使用される．100 円ショップやホーム

センターなどで見られるほとんどのイヤホンは，そのま

まではゲルマラジオに使えない．イヤホンから見たゲル

マラジオの出力インピーダンスは，ダイオードの動作点

に応じて変化するが，ダイオード検波出力をそのまま供

給する場合は数百Ω以下にならない．ホームセンターな

どで見られるスピーカーやマグネティックイヤホンの多

くは低インピーダンス（数十Ω）であるため，トランス

などインピーダンス変換回路の追加が必要になる．

部品収集を楽しむ3
設計や部品収集に時間を割く余裕がないときは，キッ

トを購入する方法がある．電子工作の雑誌や工作教室の

案内などに，キット販売の広告がよく見られる．

個別に部品を購入する場合，電子部品販売店から購入

できる．電話帳を調べると，近くに部品を扱う店が見つか

るかもしれない．子どもと一緒に，部品屋探検も楽しい．

技術専門誌や工作雑誌には，電子部品通信販売の広告

も見られる．ダイオードを 100 本単位で安価に購入でき

る店もあり，工作教室の準備などに便利である．

筆者が購入した部品の例を図 2に示す．ダイオード
は，5本組で店頭販売されていた．バリコンも，ダイヤ

ルや止めねじとセットで売られていた．ただし，ねじを

締めすぎると引っ掛かって回らないバリコンもあるので

要注意．店頭では，クリスタルイヤホンよりセラミック

イヤホンの方が入手容易である．セラミックイヤホンは，

電線の先にプラグが付いているかどうかの選択肢があ

る．写真はプラグ付きの例であるが，切落しの場合はイ

ヤホンジャックの配線を省略できる．

電線やターミナル等の配線材や機構部品は，100 円

ショップやホームセンターでも購入できる．電気関係以

外の売り場にも目を配ろう．例えば，アルミワイヤは，

自転車修理材料などとしても売られていることがある．

目の前の物資を柔軟に活用できる発想を鍛えることは，

子どもが困難を乗り切るために機転を利かせる良い練習

である．自宅の廃棄物のリサイクルも選択肢である．

まずは部品で遊ぶ4
小学生の心に戻り，組み立てる前の部品でちょっと

遊んでみよう．クリスタルイヤホン（セラミックイヤ

ホン）を耳に装着し，伸びる電線の先にある金属部分を

ショートさせる．すると，カリカリと音が聞こえる．こ

こで，糸電話を知っている子どもは，

「線をこする振動がこの線を伝わって聞こえている」

などと誤解している可能性があるので，静電気が放電す

るときの電気の音を聞いていることを説明する必要があ

る．電線がたるんでいてもこの音は聞こえる．静電気が

多い場合は，驚くほど大きな音がする．ここで，

「これを使って通信機はできるかな？」

など，子どもたちが自分で考えて楽しく遊ぶための質問

をしてもよい．カリカリする回数と意味の対応表を作れ

ば，通信できる．モールス符号の話をしてもよい．実際

にカリカリ通信で遊ぶのも楽しい．話がゲルマラジオか

らわき道にそれるが，道草が遊びの本道である．

ここで，電気の振動がイヤホンの振動になり，空気の

振動（音）になることを示すことができる．また，オシ

ロスコープがあれば，入力にクリスタルイヤホンをつな

いで，音が電気になることを説明できる．この段階で，

同じ波形で変化する電流と音の変換を理解すれば，後は，

電流と電波の変換を追加説明することで，ラジオの原理

を説明できる．音と同じ変化をする電波から，同様に変

化する電圧や電流を取り出せることを言えばよい．

以上のように，クリスタルイヤホンの雑音に驚いても

らうだけで，いろいろな話題を持ち出すことができる．

・ 電気を音に変換：イヤホン
・ 音を電気に変換：マイクロホン
・ 音と同じ形で変化する電気や電波：アナログ
・ 静電気放電：静電気，電圧，電流，放電
・ 送信者と受信者の約束事：符号

▲図 2　 ポリバリコンとダイヤル，ゲルマニウムダイオー
ド（5本），セラミックイヤホン，イヤホンジャッ
ク（電子部品販売店で入手した例）

＋
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さて作ってみよう5

失敗を必要以上に怖がる子どもたちは意外に多い．リ

ラックスさせ，挑戦する心を後押ししてあげたい．人々

の代わりに挑戦し失敗も含めて分かったことを報告する

のが研究者の本業であると，説明する機会でもある．

製作前に少なくとも次の事項は理解させる必要がある．

・ 安全な作業手順：道具の使い方，体の保護
・ 部品を壊さない方法：リード加工，温度管理
・ 効率的な作業方法：整理整頓，電線はリール巻

作業は，大まかに次の手順となる．

・ 機構の製作（コイルの枠やケースを作る場合）
・ コイルの電線巻き（コイルを作る場合約 30分）
・ その他部品の配線（数分～約 30分）

ケースの加工や製作するコイルの種類に応じて作業時

間が大きく変化する．こり始めるときりがない．配線は，

約 30分のはんだ付け，クリップを用いるバラック配線

なら数分（娘は「簡単すぎ！」と言った）で完成する．

安全上の心配や子どもの好みの問題ではんだ付け作業

に困難があるなら，こだわる必要はない．AMラジオは

約 1MHzの信号を扱うが，はんだ付けをしなくても短め

のシールドクリップ（ミノムシクリップ）付電線で配線で

きる（図４）．シールドクリップやターミナルを使い，部
品の端子をまとめて挟むだけでも十分動作する．

工作教室では，はんだ付けをやってみたい班とそうで

ない班を分ける方法もある．航空宇宙級のはんだ付け技

能を目指すのも，ラジオ作りの手段であって目的ではな

いと割り切るのも，選択肢である．はんだ付けも，温度

や金属表面状態の管理さえ覚えれば，すぐに上達する．

子どもが楽しめることを一番に考えたい．白状しよう，

私の娘は，はんだ付けの松ヤニの臭いが苦手である．

必須の工具はラジオペンチ，はんだ付けをするなら，

はんだごて，はんだ，はんだごて台などを追加する．温

度調節器があれば作業も円滑である．雑巾などではんだ

ごての先にできる酸化膜を除去できると失敗も少ない．

ダイオードの配線作業の前に，子どもに注意するこ

とがある．ラジオペンチでリード線を曲げるとき，ダイ

オードが付いていない方を曲げよう．そうしないと，ダ

イオードのリード引出し口を損傷する場合もある．また，

はんだ付けするときも，ダイオードとはんだごてを当て

る場所の間のリード線をラジオペンチなどで挟み，ダイ

オードの温度上昇を抑えよう．半導体は，高温で壊れる．

作業する机の上は整理整頓．工具や材料の配置を安全

で作業しやくする手段を子どもに考えさせるのも，工夫

する頭を鍛えてくれる．意外に失敗が多いのは，コイル

作りである．電線が筆記体小文字のエル形になったら，

危険信号．そのまま電線を引っ張ると．更に小さく固く

なったエルがいろいろなところに引っ掛かり，電線がも

つれてしまう．固くなったエルを真っすぐにしようとし

たら金属疲労で電線が切れることもある．小文字のエル

が見えたら，すぐにリールを回して電線を繰り出そう．

遊べるラジオの例6
筆者の回路の例を図 5に示す．屋外に持ち出していろ
いろな実験ができるように，大形ループアンテナを採用

した．一辺が 60 cmほどの四角形の木製枠に裸銅線を

5mm間隔で 16回巻いた．ダイオードは 1N 60，ポリ
▲図 3　シールドクリップ，ターミナルなど
　　　   （ホームセンターに売られていた物）

▲図 4 　クリップ付電線で配線したゲルマラジオの例．
1MHzは怖くない＝こんな配線でも音は聞こえる

＋Play Workshops for Children
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バリコンはたまたま入手できた最大容量約 260 pF のも

のである．

ダイオードやバリコンは，シールドクリップ付電線で配線

している．こうすると，後日のいろいろな実験にて部品交

換に対応しやすい．しかし，最大の理由は，遊びながらよ

く聞こえるタップを子どもに選択させることである．いろい

ろと試すと，音量や選択できる放送局の範囲など，聞こえ

方が変わる．試して反応があれば，子どもは遊び始める．

ここで結果を記録して見直せば，立派な実験である．

音が聞こえない？7
配線が正しく部品が正常であると確認できても，音が

聞こえない場合がある．ゲルマラジオの音は，子どもが

予想するよりかなり小さいかもしれない．周りを静かに

して，バリコンをゆっくり回して調整しよう．更に，ルー

プアンテナなら，設置方向を変えてみよう．

もし鉄筋コンクリートの建物内なら，電波が弱すぎる

可能性がある．ループアンテナを窓際に持って行くか，

外に持ち出して使うことをお勧めする．また，アースや

アンテナを適切に接続できれば，更に大きな音になる．

無線工学に御案内8
第一作の完成直後が，子どもにとって最も大切な時期

であると筆者は考えている．楽しかっただけの思い出で

終わるか興味を持って次に進むかが決まる場合もある．

このときに子どもに示すヒントにも，次のような例が

ある．参考書を同時に示した後で，子どもが自分で調整

や改造をしながら遊び始めたらしめたもの．

・ 音を大きくしたいね／混信が減らないかな
・ いろいろなコイルがあるね／聞こえ方は変わるかな
・ 他の部品を作れるかな
・ どんなアンテナがあるかな

・ AM放送以外の電波を受信したいね
・ 電波の強さをメータ（テスタ）で見たいね

ゲルマラジオは，単純であるが故に回路も部品も工夫

の余地が多くある．コイルも，Qやストレーキャパシ

ティの改善を考え始めると奥が深い．キャパシタとバリ

ミューを使う同調回路もある．バリコンなど，コイル以

外の部品の自作例もある．これらは，電磁気学の入口で

ある．また，鉱石検波器の製作に挑戦した事例も多くの

本やウェブサイトに見られる．物性物理学の入口である．

AM放送がディジタル化されても，ゲルマラジオを

使って子どもと遊べそうな無線工学入門実験がある．

・ 火花放電送信機を用いる電波伝搬実験
・ ループアンテナを用いる方位探知実験

む　す　び9
せっかく作ったゲルマラジオである．これをいろいろと

使って遊ぶ工作や実験を，順次紹介していく予定である．

本稿が実験を楽しめる子どもを増やし，更に 10 年後の理

工系に進んでくれたなら望外の喜びである．

▲図 5　遊べるゲルマラジオの例

▲図 6 　「不思議，こんなものでも聞こえる！」
　　　　娘は早速クリップでいろいろと遊び始めた

小瀬木　滋（正員）
昭 56-03 電通大・電気通信・応用電
子卒，昭 58-03 同大大学院（修士）
電気通信学研究科了．同年 04，運輸
省電子航法研究所勤務，平 2-12 オハ
イオ州立大客員研究員，平 3-12 運輸
省電子航法研究所，平 13-04 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．第一級陸上
無線技術士．

＋
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第6回 通信ソサイエティ論文賞
～受賞論文と総評～

通信ソサイエティからのお知らせ

 1. はじめに

通信ソサイエティでは，第 6回目となる通信ソサイエティ
論文賞の選定を行い，11編の論文を選定した．本稿では，今
年度（2009年 10月～ 2010年 9月）の受賞論文と総評を，和
文論文誌，英文論文誌，和文マガジンの順に述べる．

 2. 和文論文誌

選考は，1）候補論文推薦，2）予備投票，3）審査査読，4）候
補論文絞込み（審議），5）候補論文選定（投票），6）受賞論文
決定（編集委員会）の段階を踏む．結果として，本年度は以
下の 4編を受賞論文として選定した．
本年度の和文の受賞論文は，本部論文賞も含めて，システ

ム開発・ソフトウェア開発論文及びシステム開発系の論文が
ほとんどである．和文論文誌編集委員会では，2008年から開
発系論文の認知，投稿数増を図るため，システム開発・ソフ
トウェア開発論文特集号を企画してきており，その効果でも
あると考えている．
受賞論文は，内容が整理されており論旨の展開が分かりや

すく，論文の要である新規性，有効性，信頼性も明解に記述
されている．良い論文を読むことは，技術的理解を深めるだ
けではなく，良い論文を書くことへもつながる．自ら読むだ
けではなく，是非周りの方々へも御推薦頂きたい．
なお，和文論文誌では 2000年以降の各受賞論文を下記

URLから無償で閲覧できる．御活用頂きたい．

　 http://www.ieice.org/cs/jpn/JB/best.htm

■ 優秀論文賞

 「 SBAS信号を使用する GBASの開発について」
齋藤享，藤井直樹     Vol. J93-B, No.7, pp.947-954 

 
受 賞理由：本論文は，システム開発・ソフトウェア開発論文であ
る．従来の地上から電波を放射し航空機を誘導する着陸システ
ムの代わりに，GPS衛星などの航法衛星の情報とMTSAT等の
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静止衛星の補強信号を併用した航法システムの開発について述
べられている．二つの衛星システムを併用して，GPS衛星の故
障時の精度劣化などの問題について，実際に空港にて受信した
データを用いてシミュレーションを行い，有効性を確認してい
る．本論文は，人の生命に関わる重要なシステムを取り扱った
論文であり，航法システムの高精度化，信頼性向上など，航空
産業への貢献度が高く，今後実用化されることが期待される．

　
 「長波標準電波の伝搬実験と電界強度計算法の開発」
　野崎憲朗，土屋茂，今村國康，前野英生，長浜則夫
　梅津正道，若井登 Vol. J92-B, No. 12,  pp.1832-1843 

 受 賞理由：本論文は，長波電波の電界強度予測式を提案している．
国内のみならず南極を含む太平洋上の船上において 2年間にわ
たりデータを取得し，有効性の高い伝搬モデルを構築している．
本論文で示されたデータは，貴重な上，資料的価値も高い．ま
た，その結果の一部は ITU-R勧告の改訂にも反映されており，
長波伝搬に関する研究に大きく貢献している．

 「ニッケル水素蓄電池を用いた屋外電源システム」
　北野利一，宮坂明宏，山下明，正代尊久
   Vol. J92-B, No. 10, pp. 1696-1707 

 受 賞理由：本論文は，システム開発・ソフトウェア開発論文であ
る．災害や事故発生時の屋外用バックアップ電源を想定したニッ
ケル水素蓄電池の改良と，それを搭載した屋外電源システムの
開発に関する論文である．従来は，鉛蓄電池が用いられていた
が，エネルギー密度と信頼性，コストを考慮して，長寿命かつ
大容量のニッケル水素電池セルを開発している．実用化に必要
な基本特性を，セルレベル，システムレベルの双方から実験で
評価し，良好な充放電特性や温度特性が得られており，今後の
通信電源システムの新しい標準となり得るものと考えられる．

■ チュートリアル論文賞

  「 ダイナミックで帯域スケーラブルな光ネットワーク
アーキテクチャとその実現技術」
　神野正彦，高良秀彦，バルトロメルコシッツキ
　   Vol. J93-B, No. 3, pp. 403-411 

通信ソサイエティ編集会議
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第 6回 通信ソサイエティ論文賞 ～受賞論文と総評～

 受 賞理由：本論文は，招待論文である．現在，研究開発や標準化
が進む 100 Gbit/s級の光ネットワーク技術について紹介し，将来
のポスト 100 Gbit/sの実現技術としての光ネットワークアーキ
テクチャや光ノード技術について提案を体系的に議論している．
アーキテクチャの候補として，著者らの提案する SLICEについ
て紹介されている．これは従来のシステムにとらわれない発想で
あり，光伝送部分だけではなく電気処理部分のアーキテクチャな
ど，ネットワーク全体への波及効果もある．本論文は，産業，学
術界に研究課題の指針を投げかけている点でも意義は大きい．

 3. 英文論文誌

本年度は，論文賞選定委員会を組織して選考にあたった．
選考の手順は以下のとおりである．まず推薦論文に対して，
査読時の評価によって受賞予定数の 3倍程度の候補論文を絞
り込んだ．その後，第一次審査，第二次審査の二段階で候補
論文の評価を行った．評価では，全ての選定委員が全候補論
文を読んで内容を把握した上で実施し，選定委員が内容を理
解した上で活発に議論できるように配慮した点が特徴である．
選定委員会の議論の後で投票により受賞論文案を選定し，編
集委員会で決定した．
本年度の英文の受賞論文は，本部論文賞を含めて論文が

6件，レターが 2件であり，残念ながら Best Tutorial Paper 

Award は該当なしとなった．良いチュートリアル論文は国内
外から多くの引用が期待でき，論文誌の存在感向上に寄与す
ると考えられるので，受賞に価する良いチュートリアル論文
が掲載できるよう，引き続き投稿を呼びかけていきたい．
受賞論文は，受賞理由から分かるように，それぞれに特徴

があり，新規性，有効性などがバランス良く評価されたお手
本になる論文や，一部の項目が高い評価を得た示唆に富む論
文を含む．是非目を通して頂き，研究・開発・教育等にお役
立て頂きたい．
なお，英文論文誌では 2000年以降の各受賞論文を無償で

公開している．下記 URLから「英文論文誌」の「無償公開論
文」を御確認頂き，御活用頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/

■ Best Paper Award

 “ Adaptive Power Saving Mechanism for 10 Gigabit 
Class PON Systems”
Ryogo KUBO, Jun-ichi KANI, Yukihiro FUJIMOTO, 

Naoto YOSHIMOTO, and Kiyomi KUMOZAKI   

   Vol. E93-B, No 2, pp.280-288, Feb. 2010. 
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 受 賞理由：本論文は，10 Gbit/sイーサネット PON標準をベース
にした 10 Gbit/s級 PONにおいて，スリープ期間を可変にする
ことによる省電力機能を提案し，プロトコル設計を実施，更に
省電力性能，犠牲となる遅延性能について評価した論文である．
平均遅延は，スリープ最大期間の半分程度に抑えられることを
示している．議論の進め方が分かりやすく，プロトコル設計も
標準システムをベースにしており，産業界への導入に結びつき
やすい形にまとめられている．また，アクセス系の省電力化は
ネットワーク全体の省電力化に効果的に寄与するため，産業的
価値の高い技術であると判断した．

 “ Antenna Array Calibration Based on Frequency 
Selection in OFDMA/TDD Systems”
Yoshitaka HARA, Yasuhiro YANO, and Hiroshi KUBO    

   Vol. E92-B, No. 10, pp.3195-3205, Oct. 2009. 

 受 賞理由：本論文は，OFDM/TDD方式に適したアンテナキャリ
ブレーション方式について，システム稼働時のキャリブレー
ションを可能とするためのフェージングチャネルにおける精度
向上法を提案した論文である．この技術により，無線端末を複
雑にすることなくMIMO技術による通信の高速化を達成させ
るものであり，有効性の観点から高く評価できる．また，周波
数軸上での内挿法など斬新な技術が提案されており，アンテナ
キャリブレーション方式の研究にも大きな貢献をしていると判
断した．

 
“ Plane-Wave and Vector-Rotation Approximation 

Technique for Reducing Computational Complexity 
to Simulate MIMO Propagation Channel Using Ray-
Tracing”
Wataru YAMADA, Naoki KITA, Takatoshi SUGIYAMA, 

and Toshio NOJIMA 

   Vol. E92-B, No. 12, pp. 3850-3860, Dec. 2009.  

 受 賞理由：本論文は，MIMOチャネルの伝搬特性をレイトレー
シングで計算する際の，アンテナ本数が多いことによる計算負
荷の増大を軽減するための技術の提案である．アンテナアレー
の重心間のみの反射パスを求め，各素子については幾何学的に
求められるベクトルを回転させることで近似解を得る手法を提
案している．レイトレーシングと比較し，十分な精度を少ない
計算負荷で実現できることを示しており，幾何学的な考察によ
り新規性の高い技術であり，計算量の際立った削減効果は十分
な有効性を示していると判断した．

 “ Marginal ized Particle Fi lter for Blind Signal 
Detection with Analog Imperfections”
Yuki YOSHIDA, Kazunori HAYASHI, Hideaki SAKAI, and 

Wladimir BOCQUET   Vol. E93-B, No. 2, pp. 336-344, Feb. 2010.

 
受 賞理由：本論文は，アナログ回路の不完全性，例えば，周波数
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オフセットや直交検波器の利得バランス比，直交性の崩れ等に
起因する劣化を補償するブラインド形の信号検出機を提案して
いる．提案法は，Marginal particle fi lterという事後確率を算出
するフィルタをベースとし，それにWidely linear フィルタの考
え方を導入することで，上記の問題の解決を図っている．新規
性に優れた論文であり，同分野の研究に与えるインパクトが高
いと判断した．

■ Best Letter Award

 “ Interoperability Experiment of VLAN Tag Swapped 
Ethernet and Transmitting High Definition Video 
through the Layer-2 LSP between Japan and Belgium”
Sho SHIMIZU, Wouter TAVERNIER,  Kou KIKUTA, 

Masahiro NISHIDA, Daisuke ISHII, Satoru OKAMOTO,  

Didier COLLE, Mario PICKAVET, Piet DEMEESTER,  and 

Naoaki YAMANAKA

    Vol. E93, No. 3, pp. 736-740, March 2010. 

 受 賞理由：本レターは，国際連携の実験により日本とベルギーの
間で VLANのシグナリングを行い，L2のネットワークの構築
に成功した実験の報告である．技術的に特に目新しい技術が導
入されているわけではないが，国際的な研究開発ネットワーク
にて，自動的な VLAN設定を実現したことは実用上大きな意味
があり，レターとしてのアピール性が高いと判断した．

  
 “ A Throughput-Aimed MAC Protocol with QoS 

Provision for Cognitive Ad Hoc Networks”
Yichen WANG, Pinyi REN, and Guangen WU 

   Vol. E93-B, No. 6, pp.1426-1429, Jun 2010. 

受 賞理由：本レターは，コグニティブアドホックネットワークに
おいて，ACKとデータパケットを保護し，マルチチャネル隠れ
端末やマルチチャネルさらされ端末問題を解決するための新た
なMACプロトコル（T-MAC）を提案している．提案システムを
その動作原理からマルチチャネル隠れ端末やマルチチャネルさ
らされ端末問題を解決しており，更にシミュレーションにて従
来手法と比べ性能が向上していることを示している．多くのオー
バヘッドが必要なようにも思われるが基本的には面白い技術で
あり，レターとしてのアピール性が高いと判断した．

 

■ Best Tutorial Paper Award
　該当なし．

 4. 和文マガジン

和文マガジンは，その主な読者層として，現場の技術者や
学生などを主なターゲットとしている．そこで，和文や英文
の論文誌とは異なる論文賞選定基準である，次の 3点を重視
した選定を行った．
（ア）有効性（読者に有益な情報を与えたか）
（イ ） 読みやすさ（了解性；大学卒程度の知識で理解が容易か）
（ウ） 分かりやすさ（難易度；専門でないソサイエティ会員

の理解が容易か）
和文マガジンからの論文賞対象論文選考は，第 11号（2009

年 12月号）～第 14号（2010年 9月号）に掲載された全解説
論文を対象として，二段階にわたる審査査読を経て，最終的
には編集委員会における投票により，受賞論文を決定した． 

編集委員会での決選投票では，上位 2編の獲得票数は僅か
に 1票差の激戦となり，僅差により下記の受賞論文が決定さ
れたが，今回残念ながら選に漏れた中にも優秀な論文がマガ
ジンには多く掲載されているので，是非このたびの受賞論文
と併せて，御覧頂きたい．なお，マガジン記事の一部は，下
記の URLで公開中である．

http://www.ieice.org/cs/jpn/pub/magazine/

■ 受賞論文
　
 「MIMOによる超高速化」
小川恭孝，大鐘武雄，西村寿彦 

   2009 年冬号（No. 11），pp. 32-38

受 賞理由：多くの読者が興味を持つMIMO技術について平易に
解説されており，分野外の人にも非常に理解しやすい内容と
なっている解説論文である．MIMOの基本原理の説明は一般に
数学的であり，ともすれば非常に難解になってしまう．これに
対して本論文では，僅かに示された数式さえも概念を示すツー
ルとして使われており，イメージ的な理解に大変役立つものと
なっている．また，「達成し得る伝送速度」という具体的な数
字を，効果的に，ある意味マジックのように使うことにより，
MIMOが持つ魅力を十分に示すことに成功している．また，こ
のような若手に優しい内容に加えて，実環境での測定結果や実
装上の課題を示すなど，初心者のみならず実際にMIMOを利用
する技術者にとっても有効な内容となっており，マガジンに掲
載するにふさわしい解説論文である．以上の理由により，本論
文を論文賞として選定した．
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My Frontier Journey

はじめに
1944 年東京の板橋区下赤塚の生まれで，早稲田大
学理工学部電気工学科を 1967 年に卒業し研究業務を

志望してNHK に入社した．4 年間 NHK 青森放送局で
放送現場業務を経験した後，1971 年から 2002 年に
NHK を退職するまで一貫してデジタル放送の研究開

発に従事し，微力ながら日本のデジタル放送実現に寄
与してきた．メーカでの製品開発と異なり，新しい放
送メディアの研究開発は時間が掛かり，多くの協力者
が必要で，実施されている放送メディアの数はそれほ

ど多くはない．急速に進展する技術革新の中で，デジ
タル放送技術の萌芽の時代から今日のデジタル放送隆

盛の時代まで先導的な役割を果たせたことは無上の喜

びである［1］（図 1，表 1）．
2002年にNHKを退職しパイオニア株式会社に入社し

2007年に特別技術顧問に至るまでの5年間は研究開発

現場の改革に携わってきた．本稿では，NHK 放送技術
研究所（以降技研と記す）での研究開発者としての歴史

をひもとき，若い人たちへ何らかの指針を与えることが
できればとの思いで執筆することをお引き受けした．

劣等生で自信が持てなかったNHK新人時代
（1967～ 71年）
大学時代は，放送とほとんど関係のない自動制御に
興味を持ち，卒業論文のテーマは「プロセス制御にお
ける静特性の測定法」だった．卒業の 1967 年は，今
と同じような経済不況のため，希望していたメーカか
らの募集がなく，たまたま全く専門外のNHKの試験を
受け就職することになった．NHKでの最初の勤務地は
NHK青森放送局で 4年間，現地の先輩たちに放送技術
の基礎について手取り足取り教えて頂いたことが，人
脈を含めてその後の貴重な私にとっての財産になって

いる．当時，放送局の技術者はほとんどが高卒で，皆
非常に優秀だった．大卒でありながら現場では何もで
きない自分自身に劣等感さえ持つようになった．振り

ラジオ

テレビ

デジタル05
2000
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
1925

10 の放送メディアが誕生（＊は 2011 月 7月 24 日に終了）

03 地上デジタル放送
00 衛星デジタル開始
94 FM 多重放送開始
88 衛星放送開始＊

85 文字多重放送開始＊

82 音声多重放送＊

70 FM ラジオ開始

60 カラーテレビ開始＊

53 テレビ開始＊

30 NHK 放送技術研究所設立
25 AM 放送開始

NHK勤務
（35 年間） 47 年

28 年

図１　放送メディアの誕生
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早稲田大学客員教授

山田　宰
Osamu Yamada

デジタル放送の研究開発
と海外普及に賭けて
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返ってみると，このときの“仕事は紙や鉛筆ではなく
身体で覚えるものだ”との自覚が，その後の研究開発
者としての生き方の基礎になっていた感じがする．
現場の仕事にできるだけ早く慣れ，一人前に仕事が
できるよう，カメラ，マスタモニタ，VTR，テレシネ，
フライイングスポット，同期信号発生器，運行装置な
どの取扱説明書の予備を家に持ち帰り徹底的に勉強を

した．その中で，同期信号発生器に特に興味を持ち，
同期結合（ゲンロック）がなぜ瞬時にできず数秒の時

間が掛かるのか疑問を持ち検討した結果，簡単な回路
を付加するだけで瞬時に同期結合可能なことが分かり

回路を試作し，その効果を確認することができた．青
森放送局だけが，カラー化による主調機器の更新時期
まで，この同期結合装置を使うことになった（図 2）．
その結果をNHK内の全国技術報告会で報告したとこ

ろ優秀賞に選ばれ，大学での専門分野と全く異なった
NHKへ入ったことや，現場で仕事ができない自分自身
への劣等感が少しは払拭した感じを持った．特許を提

出したが，数か月の差で某メーカに先を越された．ま
た，放送技術の基礎から勉強し，当時の「一級無線技
術士」の資格を取れたことも少しは自信につながった．
研究業務に就くことが学生時代からの夢だったた

め，毎年書く自己申告書には次の希望転勤先として技
研とし，理由は“到底不可能と思える研究に挑戦した
い”だった．

技研への転勤と静止画放送
(1971～ 77年 )
1971年に希望がかない技研の「新放送方式研究班」

に転勤になった．当時技研は，将来の研究テーマ［2］と
して二つの柱「情報の濃密化」と「情報の多様化」に決

定した直後であり，「新放送方式研究班」は「情報の多様
化」を担当するグループで，「静止画放送」のメンバとし
て配属になった．当時からNHKを退職するまで，筆者
が関係してきた研究テーマの流れを図 3に示す．「静止画
放送」は，毎フレーム異なった静止画を提示し，受信側
にワンフレームメモリを持つことにより，１チャネルで数
十の教育番組などの静止画からなる「静止画放送」［4］

を実現しようとするものだった．送出側の静止画ファイル
と受信機側のワンフレームメモリが担当で，「静止画放送」
そのものは実現しなかったが，その間ディジタル回路や
アナログ回路の設計，出始めのワンチップCPU（Central 
Processing Unit）などの扱い，ソフトウェア開発等々を
学んだことが，次の研究への地固めになった．
しかし，昼休みに趣味の野球に熱中していて印象が
悪かったためか，同期の中でも昇進は最悪で，NHKを
辞めようと悩んだ時期もあった．

表１　関係した主な研究テーマ

？

静止画放送の送受信フレームメモリを
テーマとして与えられた

技研の方針としてコードによる TV 多重
文字放送研究開始，誤り訂正方式の研究
を志願

民放提案の固定受信用 FM 多重放送技
研は移動受信用 FM多重放送を提案

移動・携帯受信を目指した地上デジタ
ル放送の研究提案

メーカからの技術協力依頼で光カード
システム開発，規格化に参加

マラソン中継用デジタル中継装置の提案

スーパハイビジョンの提案

BS デジタル放送の提案

技研の方針として EDTV の性能評価

研究所の方針として，衛星放送，高精細
度放送，多情報放送を目指すことが定め
られた．静止画放送は多情報放送の一つ

世界的な文字多重放送のブームの中で
技研も研究を開始

HDTV 以外の方式として世界的に話題
にのぼった

誤り訂正方式により，EBU 提案 RDS
より良いものができることを確信

EBU 提案の DAB を調査中に OFDM を
地上デジタル放送用に提案

地上デジタル放送の実用化が見えな
かったので，同じ技術をマラソン中継
装置へ

技研は常に最高級画像処理技術に挑
戦すべき

国際規格化の議論が進展中

危機管理としての研究取組み

研究のみで終了，衛星でチャネル数が
取れるようになった，静止画の表現に
限度などが理由

若手が世界で初めて，1996 年びわ湖
マラソンで実証，その後ワイヤレスカ
メラも採用

ISO--- として国際規格化．米国のグ
リーンカードその他で実用化

評価した結果，実用化にならず

日本で実用化

日本で開始

移動用 VICS で実用化

日本で開始

仲間が中国電影電視総局に働きかけた
が，実験のみで中止

メーカと共同で，中国での伝送実験を
実施し好結果を得たが中国は文字放送
を実用化せず

移動用を米国 DDJ 社へ技術協力した
が事業化ならず．移動用中国で実用化

日本だけが HDTV だったため，外国は
興味を示さず

メーカがスウェーデンへ貸出し

BBC，RAI 等欧州研究機関と連携

南米その他の国へ普及

米国その他

1971 ～
　1977

1977 ～
　1985

1985 ～
　1987

1986 ～
　1996

1986 ～
　2003

1988 ～
　1993

1991 ～
　2000

1994 ～
　1996

2000 ～

年代 テーマ 研究開始時の状況 実用化 海外展開

図２　瞬時同期結合回路
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TV多重文字放送（1977～ 85年）
若い研究者にとって輪講は，自身の能力向上のた

めには必須の要件であろう．1973 年頃から同じグ
ループの先輩の提案で仲間たちと「Error Correcting 

Codes」by Peterson & Weldon［5］を教材に輪講を始

めた．当時は，今と違い誤り訂正の日本語の本はほとん
どなく，筆者自身もこの本が将来何に役立つかも分か
らないまま，ただ単に，数学的に面白いだけで［6］，
毎週 1回の輪講の準備に数時間費やして，メンバの幹
事役を果たしてきた．こんなのは勉強しても意味がな
いと半数の者は途中で辞めていった．
1977 年 テレビ（以下 TV）信号のブランキング期間

に文字コード信号を多重する TV多重文字放送の研究

を担当することになった［7］．輪講の幹事役のこと
もあり，自分から申し出て，これまで技研が経験した
ことのない分野である誤り訂正方式の研究開発担当に

なった．この時点で，アイデアがあったわけではなく，
“自分がやらなければ”の思いが強く，今にして思えば，
怖いもの知らずであった．
まず実際の地上放送波でのディジタル伝送では，ど
のような状況になっているのかの分析から始めた．東
京都内，大阪市内でのゴースト妨害や，工場，送電線
などからの雑音，和歌山県と兵庫県での 7段に及ぶ多
段中継の影響などを調べるため，TV 信号のブランキン
グ機関にランダムパターンを送信し，受信側でビット
誤りパターンの収集を行った（図 4）．収録したデー
タはフロッピーディスク数百枚に及んだ．

誤りデータの分析結果から，当時のハードウェアで実
現可能な BCH（Bose, Chandhuri, Hocquenghem）符

号やバースト誤り用短縮巡回符号などでは到底不可能

なエラーがほとんどで，とんでもなく難しい伝送路だと
いうことが判明した．毎日データ分析結果とのにらめっ
こでの悩みが続いた．1982 年 11月のある日，例のよ
うに家でブロック長ごとの誤りパターンの分析結果を調

べていた折，ブロック長がパケットと同じ272bit の場
合ほとんどの測定点でのデータが，8bit 以下の誤りデー
タであることに気が付いた．輪講で勉強していた誤り訂
正符号の中に符号の種類は少ないが，簡単な回路で訂
正できる J. Massey のMajority Logic Error Correcting 

Codes があることを思い出した．そしてその中の 8ビッ
ト誤り訂正可能な E. Weldon 氏の差集合巡回符号の

（273，191）符号［5］を1 bit 短縮化して（272，190）と
すれば，野外実験で収集したほとんどの誤りが訂正で
きることが分かった．実際の回路がどうなるのか，検討
しているうちに夜は白々明け，朝方の5時を過ぎていた．
悩み続けていた誤り訂正の方式のめどが立ったそのと

きの喜びは，今でも忘れることができない．青森局で
の同期結合に続く独自の成果に，研究者として，もし
かすると独り立ちできるのではないかと，わずかな自信
を持つことができた．と同時に，悩みに悩み抜けば，
必ず解決策は湧いてくるとの感を強く持った．
その後復号のアルゴリズムを改良し実質 11bit まで

訂正可能な誤り訂正方式とした．図 5に示すゴース
ト妨害下においても文字信号は完全に受信できた．誤
り訂正技術確立まで 5年の歳月を要した．TV 多重文
字放送は，多重放送ではあるが初めてのデジタル放送
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図 3　関連してきた研究テーマの流れ

図 4　野外実験風景
（木箱はフロッピーディスク記録装置の防じん用）
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サービスとして，1985 年から実用化になった［6］．
この（272，190）符号の実用化は，IEEE Communi-

cation Society の論文誌［9］に掲載され，当時東京
大学の羽鳥教授や横浜国立大学の今井教授らから評

価を受けドクター［6］を頂くことができた．（272，
190）符号は，その後の FM多重放送，米国グリーン
カードに採用されている光カード用の誤り訂正（ISO/

IEC11693）［10］，地上デジタル放送にも採用されてい
る．TV 多重文字放送の研究開発により，学んだ主な事
項は以下のとおりである．
（1 ）研究者にとって，基礎から勉強する輪講は必須
である．

（2 ） LSI（Large Scale Integration）の急速な進歩に

より，理論的に分かっていても実現できなかっ
たことが可能になり，理論的バックグラウンド
が，より重要になってきた．

（3 ） 地上波でのディジタル伝送は，ランダム雑音に
は強いがゴースト妨害や波形ひずみには極端に

弱い．また，多段中継では群遅延が生じ 3段ご
とに等化器が必要である．

（4）文字放送の移動受信は不可能である．

FM多重放送（1985～ 96年）

FM多重放送は，（L+R），パイロット信号，（L-R）変
調信号からなるステレオベースバンド信号に新たに信

号を付加して，表番組とは全く違ったサービスを実現
しようとするものである．米国では1950年代からバッ
クグラウンドミュージックとして SCA1）（Subsidiary 

Communications Authorization）と呼ぶアナログの

FM多重放送が実用化になっていた．欧州では 1978

年からポケットベル用 PI 2）（Public Information）［11］

を 1983 年から車載用 RDS3）（Radio Data Service）［12］

を実用化していた．
RDS は情報ビットレートが 0.7 kbit/s で，誤り訂正
符号は５bit バースト誤り訂正能力を持つ（26，16）短
縮巡回符号を使用していた．26bit の中で５bit のバー
スト誤りが訂正できれば訂正能力としては十分のよ

うに感じられるが，先の文字放送での実際の誤りパ
ターンによるシミュレーションではあまり効果がない

ことが分かっていた．文字放送で実用化した（272，
190）符号を用いれば，伝送ビットレートも上がり格
段に性能がアップするとの確信があった．
1985 年以前，NHKは FM多重放送を実施する予定は

なく，CCIR 4）（International Radio Consultative Committee）
会合において EBU 5）（European Broadcasting Union）

が開発した RDS の勧告化に対し特に反対しないこと

を表明していた．しかし，1985 年の CCIR 会合にお
いて EBU から RDS が勧告案として提案されたことを

知り，ジュネーブに出張中の先輩担当者に，RDS の
みの勧告にならないよう急遽お願いした．その結果，
出張者たちの努力により，RDS が唯一ではないこと
を意味する「ヨーロッパ以外の国々ではまだ研究中で

ある」とのフットノートを付けることができた［13］．
1988 年に RDS の受信用 LSI を開発中のメーカから

依頼を受けドイツでの伝送実験に参加し，RDS の大ま
かな移動受信特性を把握することができた．案の定，
RDS は移動受信では，安定に受信できないことを実体
験することができた．したがって，RDS では，文章の
ようなメッセージではなく，同じ信号をコマンドとし
て繰り返し送信する方式を取っている．
一方，日本国内では警察庁がテレターミナルを使

用した交通情報サービスを検討するなど，増大する
交通渋滞への対処が問題になっていた．CCIR におい
て RDS に公式に反対したこともあり，車向けに大容
量で確実に情報を伝送することができる我が国独自の

（272，190）符号をベースにした，FM多重放送の研究
開発を，同僚たちと推進させた．移動受信の難しさ，
FM伝送路の非線形性など非常に難しい伝送路だった

が，（272，190）符号と若手研究者が開発した LMSK 6）

（Level Controlled MSK）変調方式により RDS に比べる

と 10 倍以上の約 8kbit/s の伝送容量を持ち確実に情

図 5　ゴースト妨害下での（272，190）符号のサービス限界
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報を伝送できる方式を確立させることができた［14］．
日本の FM多重放送は，1994 年の ITU-R（International 
Telecommunication Union Radiocommunications）に

おいて当初は EBUの強い反対もあったが，協力関係に
あったスウェーデンとWG議長国フランスの協力を得て，
何とか勧告化にこぎ着けることができた．我が国提案
の初の単一勧告であった（図 6）．システム名は，スウェー
デンの命名でDARC7）（Data Radio Channel）と定めた．
DARCは1996 年から郵政省，建設省，警察庁によりス
タートした交通情報サービスVICS の主メディアとして，
カーナビゲーション（図7）へ渋滞情報を提示することで，
ドライバの渋滞路回避に寄与している．日本では VICS
受信機は既に4,300万台以上出荷の実績がある．また，
北京，上海，広州などでも実用化になり，ブラジルで

も実験が進められていると聞く．
FM多重放送の研究開発で学んだ事項は以下のとお

りである．
（1 ）ビジネスモデルが重要，交通情報サービスの需
要があった．

（2 ）ゴースト妨害により，多重信号とステレオ信号
の間でのクロストーク妨害が大きい．

（3 ） 移動受信と固定受信では，受信条件の差から約
20dBの差がある．

（4 ） 移動受信では，フェージング，ドップラー，ま
た無指向性アンテナによりゴースト妨害，イン
パルス雑音など様々な妨害を受ける．

BSデジタル放送（1991～ 2000年）
BS デジタル放送の研究は，1991 年から開始した

［15］．当時は衛星でのデジタル放送は，当分は実施し
ないことが国の方針として決められ，NHKの経営方針
にもなっていた．1991 年から 1993 年にかけて，東京
大学安田教授委員長の下，郵政省で審議された「衛星
放送の長期ビジョンに関する研究会」の報告において

も，デジタル放送の実施については触れていない．筆
者自身は，技研デジタル放送研究部長という難しい立
場であったが，副委員長に指名され参加した．
BS デジタル放送は実施しないと決められていたが，

技研としては下記の点からどうしても研究課題として

取り組む必要があると考えていた．
（1） BS で最大どの程度の伝送容量が取れるのか世

界的にも研究がなされていない［16］．
（2） 当時はハイビジョンのディジタル圧縮には

40Mbit/s 必要とされていたが，ディジタル画像
圧縮技術の進展によっては更に改善されること

が予想された．
（3） 日本は放送局の数と我が国に割り当てられてい

る BSチャネル数を考慮すると１中継器で２番組

のハイビジョンを伝送しなければならない．
1991 年にデジタル放送方式研究部長に就任して

最初の仕事が，上司を説得し，世の中の流れに反す
る BSデジタル放送を正式に研究テーマとして認めて

もらうことだった．経営とは切り離した研究として，
110 度以外の軌道を使うなどの理由を並べ，あまり表
だって言えないテーマとして研究をスタートさせた．

図 6　FM多重放送の勧告案成立（1994 年 12 月 7日）

普及台数
（2010 年 12 月）
4,382 万台以上

赤：交通渋滞

図 7　カーナビへの応用（VICS）
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若手研究者に担当を依頼し，27MHz の帯域制限の中
で，ある程度のバックオフを取らなければならない衛
星用中継器の特性とサービス時間率を考慮しながら，
最大限伝送容量が取れるよう，携帯電話用に開発され
ていた狭帯域変調方式など種々の変調方式についてシ

ミュレーションにより評価した．最終的には 8相ト
レリス符号化変調方式が最も有利であることを求めた

［17］，［18］．これは，BS デジタルハイビジョン放送
は，標準的に使われていたQPSK（Quadrature Phase 
Shift Keying）では実現不可能で，多値変調でない限
り実現できないとの当時の羽鳥光俊東大教授の見解に

合致するものであった［19］．アナログ FMと異なり，
帯域幅を本来の 27MHz から 34.5MHz に広げても混

信保護比は問題ないことを確認し，降雨による電波の
減衰にも対応できる階層伝送方式を取り入れた，1 中
継器で２ハイビジョン放送可能な世界最大の 1中継

器当り 52Mbit/s の伝送容量を持つ ISDB-S 8）（Integral 

Services Digital Broadcasting-Satellite）を開発した．
実際の BSデジタル放送は，紆余曲折の結果，担当

者たちの研究成果を基に，多くの関係者の努力によ
り 1997 年に電通技審諮問，1998 年答申と超スピード
でデジタル放送の方式が決まり，2000 年 12月にサー
ビスを開始させることができた．各社経営陣からは，
1991年から研究を開始していたが知られていなかった

ため，こんなに早く放送方式ができるのかと驚きの声
が聞こえてきた．世の中と反対方向の研究が成果とし
て花開き，世界で最初に BSデジタルハイビジョン放
送が開始できたことは，研究担当者たち全員の大きな
喜びである一方で，研究の進め方の難しさを実感した
次第である．恐らく，周りとの衝突を避けた，世の中
の全体の流れに沿った研究では，2000 年からの BSハ
イビジョンのサービスは存在し得なかったであろう．

地上デジタル放送（1986～ 2000年）
TV のディジタル化に当たっては，アナログ TVがで

きることは，全てディジタル TV でも可能でなければ
ならないと考えていた．すなわち，移動受信が可能な
こと，TV の音声はディジタルラジオでも聞くことが
できることをシステムの必須条件と定めた．1986 年
以前に，移動受信に強い変調方式として SS9）（Spread 
Spectrum）［20］について検討したが，ビットレー

トが取れないことが分かっていた．その後，欧州の
DAB10）（Digital Audio Broadcast）に採用されていた

OFDM11）（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）

［21］の研究を 1986 年頃から若手研究者たちと開始した．
OFDM は，CCETT12）（Centre Commun d'Études de 
Télévision et Télécommunications）が次世代の携帯

電話用変調方式として提案し採用されなかった変調方

式であったが，EBU の最重要研究テーマ，DAB ユー
レカ 147 として，秘密裏に研究が進められていた．
1980 年代後半の技研の研究テーマは，ハイビジョン
の研究が主でありOFDMの実験機器試作の余裕はな

かったが，上層部への，将来を目指した研究の重要性
の説得が功を奏して，技研の予備費を使うことができ
た．同僚たちとOFDMの実際の性能を確認するため，
独自の 3.5MHz の OFDM試験装置の仕様策定と試作

に取り掛かった．メーカ単独の力では，装置を完成さ
せることができず，担当者が工場へ付きっきりで指導
に当たり最初の試作機を完成させた．
1993 年に技研鉄塔に実験局を新設し，5 月の技研
公開時に世界で初めてテレビの移動受信を公開した．
OFDMの変調方式と（272,190）符号，時間軸インタ
リーブの組合せにより走行中の車でも全く画面の乱れ

ないディジタルテレビの実現をアピールすることがで

きた．技研内外の見学者たちから，なぜテレビを移動
で見なければならないのかの疑問の声が揚がってい

た．ちなみに，欧米の地上デジタル TV放送，ATSC13）

（Advanced Television System Committee），DVB-T14）

（Digital Video Broadcasting-Terrestrial）とも移動受信

は全く考慮しておらず，最近になってATSCを改良し
た MPH15）（Mobile Pedestrian Handheld），DVB-T とは
違ったシステムであるDVB-H 16）（DVB-Handheld）や

DVB-T2 17）などの移動受信をカバーする新しい方式の

提案がなされている．
1994 年に当時の郵政省と協議し，日本のデジタル

放送をどうするかの審議体制の整備を行った．その結
果，総務省内にデジタル放送システム委員会を設置し，
圧縮技術などメディアに共通な技術を審議する共通事

項，地上デジタル，衛星デジタル，ケーブル，音声放
送などの作業班が設置され，具体的な技術に関しては，
ARIB18）（Association of Radio Industries and Businesses）

が受け皿になり，方式の開発に当たることになった．
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筆者は，デジタル放送委員会の共通技術，地上デジタ
ル，衛星デジタル作業班のメンバとして，また，ARIB
地上デジタル放送開発委員長として，我が国のデジタ
ル放送の方式確立に努力してきた．
郵政省での議論が始まった 1994 年以降地上デジタ

ル放送開始までの研究開発経緯を図 8に示す．日本の
地上デジタル放送 ISDB-T は，NHK 技術が一体となり
技研の多くのメンバが，郵政省，民放，メーカ等と共
同で，セグメントを基本とする方式開発，サービスエ
リア測定，SF 機能確認，アナログーアナログ周波数移
行，チャネルプラン，全国 11 か所での実用化実験，
方式の運用ガイドの設定等々の作業を進め，2003 年
12月実用化に至った．

筆者を支えた技術［22］，［23］
　長い研究者生活を通して，筆者を支えた主要技術は，
誤り訂正技術とディジタル変復調技術だったように思

う．誤り訂正技術は上述のとおりであるが，ディジタ
ル変復調技術に関しては，1984 年頃から勉強し始め
た．当時のディジタル変復調は，NTT は携帯電話 ,　
KDDは衛星通信の分野で独壇場だったが，放送分野特
有の伝送路特性とシステム要求条件に合致した変調方

式の研究が必要と考えていた．当時国内には全くこの
分野の専門書はなく，NTT と KDDの研究者たちが発
表した信学技報を教材とさせて頂いた［24］．
1980年代は日本の経済力は非常に強く，日本の政治

家の“移民により米国は技術力が低下し駄目になった”
の発言に対し，米国では激しい日本製品不買運動が起
こっていた．日本企業の米国国内での急速な伸びが背

景にあった．筆者は全く反対に，“米国の技術力は偉大”
との感じを持っていた．日本にはないディジタル変復
調の専門書が IEEE などから多数出版されていたからで

ある．4，5冊購入［25］した中に，大学の教授が分厚
い本を一人で執筆しているものがあり，米国人の技術
の蓄積とパワーに驚かされた思い出がある．

海外普及活動
研究開発担当者が海外への普及活動をせず，そのシ
ステムが日本国内でしか使用されないことになった場

合には，将来必ず海外普及活動の有無が問われること
になると考えていた．文字放送と FM多重放送，BS デ
ジタル放送に関しては，日本以外にも使ってもらえる
よう努力してきたが，成功しなかった．
地上デジタル放送に関して，欧州がDigiTAG19）（Digital 

Terrestrial Action Group）を組織してDVB-Tの普及活動

に力を入れていたことを知り，1996 年郵政省と協議し我
が国の地上デジタル放送 ISDB-Tを普及させるための組織

DiBEG20）（Digital Broadcasting Expert Group）をARIB内

に設けた．筆者は，1997年からDiBEGの下NAB21）（National 
Association of Broadcasters），IBC22）（International 
Broadcasting Convention），BroadcastAsia，シンガポー
ル，香港，中国，ブラジルなど各国への ISDB-Tの PR活
動を推進してきた．現時点で，コロンビアを除く南米諸国，
中南米のコスタリカ，フィリピンなど11か国が ISDB-Tの
採用を決定し，アフリカのアンゴラ，コンゴ，ボツアナ
などが採用を検討している．
海外普及活動の詳細は，種々報告されているので別
誌［26］に譲るとして，最も重要なのは，相手国の技
術者たちとの胸襟を開いた相手国の利益を考えた対応

であろう．世界で最初に ISDB-T の採用を決定したブ
ラジルの場合は，TVGlobo の技術責任者 F. Bittencourt
氏を味方に付けたことが大きかった．あまり知られ
ていないが，彼は数少ない外国人ハイビジョン伝道
師だった．NHK が収録した 1998 年のフランスW杯
サッカーのハイビジョンをブラジルで初めて展示して

いる．2000 年のシドニーオリンピックでは，NHK の
ハイビジョン中継の現場を見学し，TVGlobo がハイビ
ジョン放送を開始するときの問題点を熱心に勉強して

いた．2002 年日韓開催W杯サッカーで優勝したブラ
ジル選手たちのハイビジョン映像もブラジルで展示し

1994
1999.5
1999-2003

2003.12.1

2003.2

2006.4.1
2006.10

2011.7

1986

アナログ TV停波

全国都市でのサービス開始
ワンセグ開始

サービス開始（東京，名古屋，大阪）

アナアナ変換開始

全国 11 か所での実験実施
日本方式の確立

郵政省での審議開始

NHK技研にて研究開始

図 8　ISDB-T 実用化までの道のり
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ている．デジタル放送でハイビジョンを実施しない場
合はディジタル化の意味はないとも表明していた．
筆者は 1998 年に F.Bittencourt 氏に招かれ，ブラジ
ル TV学会 SET23）（Society of Engineering of Television 

and Telecommunications）で初めて ISDB-T を紹介し，
移動受信の重要性を説明した．その後，TVGlobo の技
術者たちが中心となり，日米欧 3方式を比較し，2000
年の NAB での SET 大会で，ISDB-T が最も優れている
ことを世界で初めて発表した．ブラジルは，2006 年
に ISDB-T の採用を決め，2007 年 12 月にサービスを
開始した．2007 年に Bittencourt 氏は上記功績により
映情学会特別功労賞を受賞している．

マネジメント［27］
研究者として研究に没頭できる期間は案外短い．部
下を持った時点で仕事の内容は一変する．誰もが経験
するように，一人で研究を担当する方がずっと楽であ
る．すなわち，部下を持った上司が問われるのは自分
で研究することではない．いかに多くの研究テーマを
部下に与えることができるか，いかに将来の組織のた
めに多くの優秀な人材を育成できるかである．管理者
は，ピータの法則に陥らないよう，各ポジションで全
く異なる困難な業務内容を達成させなければならない

（表 2）．
表 3に示すように，組織の長として多くの改革を実
施してきた．具体的な方法論は種々考えられるが，研
究所マネジメントの要諦は，長期的な視点を基本に，
組織の透明性を確保する，好き嫌いで人を使うのでな
くメンバ全員の能力を最大限発揮させる，方向性を合
わせる，チームワークを発揮させることと考える．

将来へ向けて
手掛けた研究は多くのものが実用化になり，結果と
して大変恵まれていた．一方で，FM多重放送，BS デ
ジタル放送，地上デジタル放送は，研究開始当時は，
あまり注目を集めない全体方針と反対方向の研究テー

マであったため，研究の開始，推進，成果の PR等々
多くの困難に遭遇してきた．2000 年に研究を開始し
たスーパハイビジョンもほとんどの人は反対であっ

たが，他社がハイビジョン以上の品質のテレビとし
て 2,000 本ディジタルシネマを 1980 年代後半から研

究を始めている状況の中で［27］，次の 4,000 本テレ
ビは技研が世界に先駆けて研究を推進しなければなら

ないとの思いがあった．また，より困難な技術に挑戦
すれば現行ハイビジョンの性能も向上すること，新聞
紙面をテレビで見ることができるなど，放送以外への
応用等々も研究スタートの理由だった［29］．1990 年
代から開始した地上デジタル放送の海外展開に関して

は，地球の裏側のブラジルが日本の方式を採用するな
どあり得ないというのが一般的な考えだった．
システムの研究開発は，物性的な研究とは異なり，
それが唯一の解ではないため，周囲への説得，国際規
格化等々余分と思える労力が必要である．また，ここ
で述べたような研究はあくまで手段であり，最終目的
は多くの人々に使ってもらうことであることを考える

と，海外普及活動は研究の終着点であろう．
科学技術が進展する限り，放送技術の研究開発に終
わりはない．最新技術に最も感度の高いアンテナを有

表 2　研究開発機関での職位と職務
研究員 主任研究員 部長 所長

技術を極める
部内外活動
特許取得
部下の育成，PR，何人育てたか
研究テーマ創出，何件テーマを与えたか
人への興味，部下の適性把握
専門外テーマにも精通
外部との連携
テーマのスクラップ＆ビルド
企業・研究所の中長期ビジョン
他社，政府，他国への働きかけ
マネジメント哲学構築と実施

表 2　研究開発機関での職位と職務

表 3　組織リーダとして新たに実施した主な施策

1997

表２　組織リーダとして新たに実施した主な施策

（1）部長以上全員参加で議論し，組織改正と組織
のフラット化を実行

（2）技研の経営ビジョン作成

（1）適材適所断行による大幅な異動
（2）海外研究者受け入れ制度化
（3）英文機関誌定期発刊
（4）所長・次長により，年間を通して研究テーマ

を議論する研究戦略委員会発足
（5）技研出身大学教授との交流会
（6）技研中長期ビジョン策定公表（3本柱）

1999 ～ 2002

（1）新規研究テーマ探索プロジェクト発足
（2）裁量労働制度導入
（3）研究者評価制度改革
（4）360 度評価制度導入
（5）風土改革実施
（6）新規事業化プロジェクト発足
（7）毎月 1 回の「本部長トーク」による全社員へ

の考え方の周知

2002 ～ 2007
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しているのは管理者ではなく現場の若い研究者たちで

ある．若手研究者には，上司から言われたことではな
い独自の考えに基づく上司も反対するような難しい研

究テーマへのチャレンジ精神を，管理者たちには，若
手研究者の反骨精神を受け入れる長期的視点での人材

育成と組織運営を期待する．

む　す　び
NHKでの 35年間にわたる放送技術研究との関わり

について紹介した．常に全体方向と反対で，見方によっ
ては天の邪鬼なところがあり上司としては扱いにくい

部下だったのではないかと思う．逆に言うと，筆者の
こだわり全てを受け入れてくれたNHKの包容力によ

るところが大であった．
子供のときから凝り性でいろいろ手掛けたが，最終

的には趣味の野球と，仕事の研究が残った．やればで
きると分かっていることには興味がなく，誰も手掛け
ない困難な課題にトライする研究が，好きで，好きで
たまらなく，振り返ってみるとある意味で研究も趣味
だったとの感じもする．
最後に，多くの優秀な同僚と部下の協力があったこ

とを記しお礼を申し上げる．また，筆者を育てて頂い
た NHK，総務省，ARIB，民放，メーカ，NTT や KDD
などの関係機関，大学の関係者の方々へ，深く感謝す
る次第である．

［用語解説］
1 ）SCA（Subsidiary Communications Authorization）：
FM放送の補助通信業務，FMステレオベースバンド信
号に FM変調した音声信号を多重し，主にモアチャネ
ルの音楽放送サービスとして利用されていた．
2 ）PI（Public Information）：スウェーデンが実施して
いた FM多重放送を利用したページングサービスで，
RDS は同じ伝送方式を使用している．
3 ） RDS（Radio Data Service）：欧州放送連合が開発し
た車載用 FM多重放送で PI システムが基になってい
る．副搬送波周波数は57 kHz．情報ビットレートは約
0.7 kbit/sでFM放送局の局名などをサービスしている．

4 ） CCIR（International Radio Consultative Committee）：
国際無線通信諮問会議．無線に関する国際的な取決
めを行う．現在の ITU-R に相当する．

5 ） EBU（European Broadcasting Union）：ヨーロッパ

放送連合．欧州各国の放送局が加盟．
6 ） LMSK（Level Controlled MSK）：日本の FM多重放送
DARC用に開発された特殊な変調方式．FMベースバン
ド信号の（L-R）変調信号からの漏話を避けるため，
（L-R）のレベルが高いときには，多重信号MSK信号
の多重レベルを上げる．

7 ）  DARC（DAta Radio Channel）：日本の FM多重放送
の名称．

8 ）  ISDB-S（Integral Services Digital Broadcasting-
Satellite）：日本の衛星デジタル放送システム．日本の
デジタル放送は，統合デジタル放送 ISDB として共通
の概念の下，開発されてきた．地上は ISDB-T, ケーブ
ルは ISDB-C がある． 

9 ）SS（Spread Spectrum）: 周波数拡散通信方式．元の
信号より広い帯域幅に拡散させて送信することによっ
て拡散利得が得られる．無線 LAN の IEEE 802.11 シ
リーズや Bluetooth，CDMA（Code Division Multiple 
Access）方式携帯電話に採用されている．
1 0）DAB（Digital Audio Broadcasting） ：1980 年代にユー
レカ 147 として欧州全体で開発した移動体用デジタル
音声放送システム．1985 年からサービスが始まって
いる．
1 1）OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）：
周波数直交関係にあるマルチキャリヤを使用した
通信方式．欧州の DAB, 日欧の地上デジタル放送，
IEEE802.11a などの無線 LAN（Local Area Network）な
どの伝送方式に採用されている．
1 2）CCETT（Centre Commun d'Études de Télévision et 
Télécommunications）：フランス・レンヌにある国立
放送通信研究所，OFDMを DABに初めて応用した．
1 3）ATSC（Advanced Television System Committee）：
米国のデジタルテレビ方式．シングルキャリヤである
ため，ゴースト妨害に弱い．1998 年 11 月からサービ
スを開始している．
1 4）DVB-T（Digital Video Broadcasting-Terrestrial） ：
欧州の地上デジタル放送システムで 1998 年 9月から
サービスを開始している．OFDMを使用しているので
ゴースト妨害には強いが，時間軸インタリーブ機能が
ないため，移動受信には適していない．DVBはデジタ
ル放送のコンソーシアム．衛星はDVB-S，ケーブルは
DVB-C 等がある．
1 5）MPH（Mobile Pedestrian Handheld）：ATSC 信号
の一部に携帯受信用信号を挿入した新しいサービス．
ATSCはもともとは移動・携帯用システムとして開発さ
れたものではないためこのような措置が取られている．
1 6）DVB-H（DVB-Handheld）：DVBが開発した移動・携
帯受信用地上デジタル放送．DVB-T とは両立性がない．
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1 7） DVB-T2：DVB-T の次世代地上デジタル放送．
1 8）ARIB（Association of Radio Industries and Businesses）：
電波産業会．通信・放送分野における電波利用システ
ムの開発，普及を図ることを目的として設立された一
般社団法人．メーカ等約 250社が参加．
1 9）DigiTAG（Digital Terrestrial Action Group）：DVB-T
と DVB-T2 の普及促進グループ約 50社からなる．
2 0）DiBEG（Digital Broadcasting Expert Group）：ARIB
内に設置した海外への ISDB-T 普及促進グループ．
2 1）NAB（National Association of Broadcasters）: 全米
放送会議．世界最大の放送機器展，毎年 4月にラスベ
ガスで開催．
2 2）IBC（International Broadcasting Convention）：欧州
での放送会議・放送機器展．毎年 9月にアムステルダ
ムで開催．
2 3）SET（Society of Engineering of Television and Tele-
communications）：ブラジルのテレビジョン学会．日米
欧の地上デジタル放送 3方式の比較実験結果を世界で最
初に公表した．
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信分野は電子情報通信学会の柱として，また，
実社会の欠くべからざる基盤として，学術と産

業の両面で著しい発展を遂げてきている．にもかかわら
ず，通信ソサイエティの会員数の減少傾向が続いている
というのも事実であり，30年前，工学部の中の花形分
野から脱落しているとも聞くと寂しくなる．先日，通
信方式研究会の 50周年記念イベントに参加して，改め
て，多くの学術分野・産業
分野が育ったものだと感心
し，自分の歳を感じざるを
得ない歴史を感じている．
過去の発展を改めて振り返
ると，同軸ケーブル伝送方
式から光ファイバ通信方式
へ，固定無線から移動無
線・携帯電話へ，アナログ
処理からディジタル処理，
コンピュータ基盤がメイン
フレームからパーソナル，そしてクラウド形に，等々，
常識の打破がdisruptive innovation を生み出したわけで
ある．いずれも，当たり前のように身の回りにあり，結
果として，“当然の流れ”と分析し理由づけられる．しか
し，そのような普遍化する以前は，影も形もなく，怪し
げな要素技術の可能性を論議していただけで，決して当
たり前ではなく，むしろ，異端であったかもしれない．
小さいながらも，私自身もそういう経験を何度かしてい
て，うまくいったものは，当たり前のように言われるが，
苦労しているときにそう言ってほしかったものだと苦笑
いをする．非常識が常識に変わるダイナミズムが，ビジ
ネスモデルを変革し，ライフスタイルを変えていくのだ
と思うし，その真只中にいた緊迫感として，記憶に残っ
ている．
現在の ICT 分野は，そのようなダイナミズムをはらみ

ながら，閉塞感が付きまとうのは，やらなければならな
いと思っていることが多く，最も大事と思うことと実際
に携わっていることとにアングルが付いているからでは
ないだろうか．目の前の改善に追われ，見えている範囲
の仕事に振り回されている焦りがあるのかもしれない．
しかし，インターネットを始め世界がディジタルでフ
ラットになっている中で，情報はすぐに共有されてしま
う．ローカルなアドバンテージがグローバルな流れに飲
み込まれてしまう．最初から，大きな枠組みを想定しな
いと戦略で遅れを取る．更に，ICT の個々の分野に特化
した取組みに専念するあまり，それらを複合的に活用し

ながら，新たな価値を生み出し既存の枠組みを乗り越え
ていく“濁流のような勢いと蛇行しながらでも飲み込ん
でいく流れ”に飛び込めていない．しかし，いずれにし
ても，行き着くところは，世の中に新しいスタイルとし
て受け入れられるようなもので，そうでなければ，ス
ケールしない．
通信ソサイエティでも，前述した通信方式研究会か

ら，様々な分野が生まれ研
究開発が進み，世の中に受
け入れられているダイナ
ミズムがあったし，今もっ
て，そのマインドにより新
たなチャレンジは続けられ
ている．ただし，その枠組
みは従来の形をはるかに超
えることが多い．先日の
50周年記念講演で，グー
テンベルグの聖書の例を出

したが，それまでは，記録は紙に手書きにて，絵や文で
経験や知己を残してきた．その代表的な著作物がバイブ
ルであり，最初の活字印刷にもバイブルが選ばれた．そ
の後は，活字文化により，様々な知的財産が世の中に飛
躍的に蓄積・流通してきた．この数年，まさに全ディジ
タル化により，全てサイバ上に保存され，加工され，流
通・愛読される時代に変わろうとしている．サイバ上
での生活が，「距離を超え」，「時間を超え」，「言語・文
化すら超えて」，知的で生産的な“正しい”とみなされる
環境を生み出す可能性を予感させる．もはや，社会現象
であるので，我々も世の中の流れに飛び込んで，自らを
進化させる活動が必要で，逡巡している場合ではないの
で，近い専門分野の議論から異分野との議論まで，学会
という場を活用して，世の中の要請に応えたい．
日本の研究開発レベルは，個々に高いものを有してい

ることは明らかであり，これを有機的に関連付けて，世
の中の要請に応える活動に高めていくことが，産学連携
の基盤となり，進んでリスクをとる研究活動の原点であ
る．大いに好奇心を刺激し，様々な知見に触れて，個人
の行動が触発されることで，「使っていない筋肉を使い，
筋肉痛を克服して，しなやかな筋肉が培われる」ように，
人間の行動の“フレキシビリティ”を高めることに，学会
活動を利用してほしいし，そのような通信ソサイエティ
であってほしい．活動には，感性と慣性がつきものであ
るが，皆さんと力を合わせて，前に進めたいと新しい年
度に念じている．
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