
開発物語
空中衝突を防げ！
航空機衝突防止装置の開発，
標準規格化へ挑戦と苦戦

技術と制度のおはなし

国際的な周波数分配と衛星周波数の
国際調整について

私の研究者歴

電離層・電波伝搬から宇宙電波科学へ

街plus探訪
和華蘭文化の港街「長崎」

2011／No.18

秋

グリーン化とITの関係を考える

子どもと遊ぶ
実験・工作教室

ゲルマラジオを
改造しよう
子どもに教えたい
通信のしくみ

災害用伝言板
携帯電話

解説論文
深海自律形無人探査機と
その要素技術の最前線

どもと遊ぶ
験・工作教室

マラジオをオオ
造しよう
もに教えたい
信のしくみ

害用伝言板板板
携帯電話



　クロード・ シャノン（1916 ～
2001）は近代ディジタル通信と情
報理論の父として知られている．
MIT（Massachusetts Institute of 
Technology）には大学院生とし
て（1936 ～ 41），また教授（1958
～ 78）及び名誉教授（1978～
2001）として所属した．ブール代
数を用いた MIT の修士論文は
20 世紀で最も重要かつ有名な修
士論文といわれている．
　しかし，MIT大学院ではドイツ
語の追試を受けなければならな
かったこと，ベル研究所時代
（1941～72）には一輪車でジャグ
リングをしていたことなどの親し
みやすい面も伝えられている．
　ラウンジのシャノン像の傍らの
白板でディスカッションする MIT
の学生たちが，新たな分野の開拓
を続けている．

【河東晴子】（正員）

　マガジン編集委員会では「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）
あるいはプリント），タイトル，説明文（約 300 字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティ
マガジン HP（http://www.ieice.org/cs/jpn/pub/magazine/index.html）を御参照下さい．

送り先：
【郵　送】〒105-0011  東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内　電子情報通信学会通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org　までお送り下さい．
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グリーン化とITの関係を考える

【小特集編集チーム】　小瀬木滋，赤埴淳一，河東晴子，橘拓至，濱辺孝二郎

1960 年代半ば，大量に物資やエネルギーを消費する時代が日本でも始まろうとしてい

たある日，祖母は魚屋で初めてビニール袋を手にした．祖母はビニール袋を洗濯して再利

用を試みたがうまくいかなかった．

　「からくりもんは無駄ばかりしよる（技術屋は無駄ばかりしている）．」

そうつぶやいた祖母は，明治時代の農村生まれ．子供の頃の普段の生活は，江戸時代と

大差なかった．燃料から水まで，生活に必要な資源収集の苦役を知る世代である．だから，

使い捨てという思考方法そのものが許せなかったのであろう．その場の無駄遣いは，後日

の苦役になる．自分でなければ他の誰かが無駄遣いのつけを払うことになる．その場の誰

かではなくても，知らない場所で社会を支えている誰か，または，子供や孫など後の世代

かもしれない．他人の苦労を増やして社会の助け合いといえるのか．安いことは捨てる理

由にならない．祖母は押し入れに包み紙をため込みながら，よくつぶやいていた．

日本人の生活は，この150年間に大きな変化をしている．その変化があまりにも激しく，

世代間で生活のあり方に関する意識に大きな開きがある．急がなければ，先人が生活の中

で作り上げてきたノウハウが消えていく危機に直面している．消費エネルギーに無駄のな

い生活の方法や社会のあり方などは，消えては困るノウハウの宝庫ではないかと筆者は考

えている．例えば，茶事の作法は，手間が掛かる反面，資源の節約の観点からは理にかなっ

ている．しかし，本誌では，温故知新を認めた上で，更に一歩進むことを考えたい．武道

の若手が師範を超えるように，無駄なく生きた先人を越えるために我々の世代はどのよう

な技を考えて次の世代に渡せるのか．

グリーン IT という考え方は，IT インフラ機器の低消費電力化の方向で始まっている．

しかし，編集チームで意見交換をしたとき，IT を活用したグリーン化，グリーンな仕事の

IT 化など，いろいろな観点が示された．マイクロプロセッサ制御を工夫することで個別機

器の効率が向上するが，「個人技」でしかない．IT を活用すれば，「連携技」を編み出せる

かもしれない．今回の小特集では，IT を活用したグリーン化，特に最近の試みに着目した．

エネルギー供給からシステム運用まで，無駄のないエネルギー活用に IT を役立てる試み

を紹介して下さった著者の皆様に感謝したい．特に，今回は，学生チームがグリーン化に

挑戦した経緯も掲載できた．

読者の皆様が今後の課題解決の方針選定にてグリーン化を配慮する際に，この小特集が

お役に立てば幸いである．

小特集の発行にあたって
編集チームリーダ　小瀬木　滋 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Shigeru Ozeki
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ま え が き

2011年 3月 11日にマグニチュード 9.0という世界観測
史上 4番目に大きな地震が東北地方太平洋沖を震源地とし
て発生しました．この地震とその直後に襲ってきた津波な
どにより，1万人以上の多くの方々がお亡くなりになりま
した（この記事を書いている時点でもまだ増え続けていま
す）．行方不明となった方，けがをされた方，住む家を失っ
て避難生活を余儀なくされた方などを含めますと，数万人
の人々が直接的な被害を受けました．読者の皆さんの中に
も被災者が含まれているかもしれません．あるいは，大き
な揺れを体感してとても怖い思いをした人もいることで
しょう．
日本ではこれより前にも大きな地震がありましたし，ま
た，今後も大地震が発生する可能性は高いといわれていま
す．過去の経験を踏まえ，将来に備えることがとても大切
です．ここでは，このような災害に見舞われたときにどう
したらよいのか，災害時にあわてずに身を守るために日頃
から準備しておくべきお話をします．

緊急地震速報

全国各地には地震を観測するための計測器（地震計）
が設置されていて，震源地に近い地震計が一番最初に地
震の情報（初期微動「P波」）を捉えます．この情報は直
ちに気象庁に届けられ，コンピュータが各地に伝わる揺

au 携帯に
メッセージを配信

緊急地震速報　利用イメージ

気象庁地震
感知

地域 Aの携帯電話に
速報
メッセージ

地域 B 地域 A

緊急地震速報

専用警報音・バイブレーション

図 1　緊急地震速報

（株）KDDI研究所  野本真一
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Shinichi Nomoto

災害のときどうしたらいい？
携帯・災害用伝言板を使おう！

れ（主要動「S波」）の到着時刻やその大きさ（震度）を
予測します．もし大地震となることが予測された場合に
は，大きな揺れが到達する前に，テレビやラジオや携帯
メールなどで「緊急地震速報」が流されます．皆さんも
テレビやラジオがついているときに，一度くらいはこれ
を見たり聞いたりしたことがありませんか？
テレビやラジオがついているときは良いですが，そうで
ないときはこの大事な速報が届きません．そこで，外出中
であってもいつも手もとにある携帯電話にこの速報を届け
るしくみが最近の携帯電話機には入っています．携帯電話
は，それがどこにあるのかを知る仕掛けがそもそも備わっ
ています（どこにいても電話の着信ができるようにするた
めです）．ですので，その携帯電話を持っている人の位置
に合わせて，適切なエリア一斉速報を，速報メールや専用
の警報音・バイブレーションでお知らせすることができる
のです（機種によっては購入後に設定変更が必要な場合も
あります）．
緊急地震速報を受け取ったならば，まず自分の体を守っ
て下さい．特に頭を守ることが大切ですので，机の下にも
ぐるなど，上から落ちてくる（あるいは横から倒れてくる）
ものから身体を守ることが必要です．火を消したり，避難
したり，家族と連絡をとったりなどは，地震の揺れが確実
に収まってからすることです．また，避難をするときは，
学校の先生，警察・消防・役場の人など，信頼できる大人
の指示に従って，決められた避難所に向かうようにして下
さい．

家族，親せき，友人との連絡

地震は厄介なことにいつやってくるかを前々から予測す
ることができません．自分の家にいるとは限りませんし，
もしもお父さんやお母さんなどの御家族と一緒でないなら
ば，互いにとても心配になるでしょう．すぐにも連絡を取
り合いたいはずです．
普段，外出中の人と連絡をとるには，携帯電話が便利で
すよね．ところが，大地震が起きたときは，その地域の多
くの人が同じように携帯電話を使おうとするはずです．一
斉に皆さんが電話やメールを使い出すと，携帯電話と基地
局（携帯電話用の無線電話局）を結ぶ通信回線が一気に混
雑し，とてもつながりにくくなります．これは，一つの基
地局が同時に通信できる携帯電話の数には限度があるため
です．携帯電話がつながらないと，皆さんはますます心配
になりますよね．もしかしたら電話を掛けた相手が被害を
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図 3　災害用伝言板へのメッセージ登録手順

受けていて電話に出られないのではないかと…　そうする
と何度も何度も電話を掛け直してしまいがちです．これで
は混雑がより深刻になるだけで何の解決にもなりません．
このような場合でも皆さんが家族や親せきなどと安否を
確認し合うことができるようにするために各携帯電話会社
が用意しているのが「災害用伝言板」です．災害用伝言板
では，安否確認メッセージとして，「無事です」「被害があ
ります」「自宅に居ます」「避難所に居ます」「コメント見て」
から選んで（組み合わせて）利用できます．また，100文
字までのコメント（自由文章）も入力できます．更に，あ
らかじめ設定しておいたメールアドレス宛に，災害伝言板
にメッセージが登録されたことをメールでお知らせするこ
ともできます．電話回線とは違うしくみで短いメッセージ
を伝えるので混雑が起きにくく，災害時の強い味方です．
災害用伝言板に登録されたメッセージを確認するとき

は，相手の電話番号を入力してから表示されたメッセージ
（日時で区別されて並んでいます）を選択して読むことに
なります．なお，2010年 3月からは携帯電話会社 5社（NTT
ドコモ，au/KDDI，ソフトバンクモバイル，イー・モバイル，
ウィルコム）が協力して災害伝言板サービスを連携確認で
きるようにしました．これにより，メッセージを確認しよ
うとする人が使っている携帯電話がメッセージ登録した人
の携帯電話会社と異なっていたとしても問題なく利用する
ことができるよう便利になりました．また，携帯電話から
でなくても，パソコンからでもメッセージを確認すること
ができます．
この他に，災害用伝言ダイヤルもあります．こちらは音
声によるメッセージを録音・再生するもので，「171」番に
電話を掛けて，音声ガイダンスに従って利用します．メッ
セージの録音・再生には，他の人が利用するメッセージと
区別（識別）するために固定電話番号を使っています．た
だし，利用する上では，固定電話だけでなく携帯電話から
でもメッセージの録音・再生ができることを知っておいて
下さい．
この災害用伝言板は，災害が発生したときに利用ができ
るようになっています．言い方を変えると，平常時には普
通は使えません．これにはそれなりの理由があるのですが，
練習することができないと，本番でいきなり使うことがで
きるのか，という心配も出てきます．そこで，毎月 1日と
15日，そして，「防災週間（8月 30日～ 9月 5日）」と「防
災とボランティア週間（1月 15日～ 21日）」には，体験利
用できるようにしています．まだ一度も使ったことのない
方は，是非，一度試しに利用してみて下さい．いつも身近
な携帯電話で「備えあれば憂いなし」です！

図 2　災害時には携帯電話も大混乱

距離（km）の下の数値は，想定される電界強度のおおよそのレベルを表します
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迷惑メールが届いたら，「身に覚えのないメールには返
信せずに放っておく」「本文中の URLには不用意にアクセ
スしない」ことが重要です．
そしてすぐに家族に報告・相談するという家庭でのルー
ルを決めることもとても大切です．
最近では迷惑メールなどに URLが記載されている出会
い系サイトなどを通じて他人と出会い，児童買春や誘拐，
監禁などの犯罪やトラブルに巻き込まれるケースだけでな
く，「非出会い系サイト」と呼ばれる一般サイト（ブログ・
SNS・ゲームサイト・掲示板など）から，犯罪やトラブル
に巻き込まれるケースが急増しています．
ゲームサイトや SNS（Social Networking Service）などは，
年齢を問わずたくさんの人々が参加しており，参加者同士がコ
ミュニケーション機能を使って気軽に交流を図ることができま
す．様 な々コンテンツが楽しめ，遠く離れた人とも共通の趣味
の話ができたりと，インターネットならではの魅力がある反面，
中にはこれらのサイトを出会いや犯罪目的で利用する人が存
在します．そしてサイト上でやり取りするうちに相手から会うこ
とを求められ，実際に会ってしまうことで，犯罪やトラブルに
巻き込まれてしまうのです．
「出会い系サイト」「非出会い系サイト」を問わず，サイ
トを通じた出会いから凶悪な犯罪に巻き込まれる可能性が
あるので，「絶対に会ってはいけない」と子どもたちへの
注意を徹底する必要があります．

トラブルを防ぐために…

インターネットへの書込みをきっかけとしたトラブルも
増えています．
例えば，個人情報の書込みや肖像権侵害のトラブルがあ

ま え が き

近年，携帯電話は生活の様々な場面で使われるようにな
りました．通話やメールの機能がメインだった携帯電話で
すが，今ではインターネットに接続できることはもちろん，
写真を撮ったり，音楽やゲームをダウンロードしたり，そ
の他にも携帯電話（電子マネー）で買い物ができるなど，
大変高機能化しています．
このように，とても便利で身近になった携帯電話ですが，
ルールやマナーを守らずに誤った使い方をすると，犯罪や
トラブルに巻き込まれてしまう危険性があります．

迷惑メールが来たら…

携帯電話に使い慣れた頃の中学生や高校生が，犯罪やト
ラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています．その
犯罪の入口となっているのが「迷惑メール」です．まずは
メールがきっかけで起こるトラブル「迷惑メール」につい
て御紹介致します．
受け取る側の同意なしで，一方的に送られてくるのが迷
惑メールです．迷惑メールは様々なタイプがありますが，
これらの手口は近年，悪質かつ巧妙化しています．
信頼できる会社を装って，本物そっくりに作った偽サイ
トに誘導し，大切な個人情報を入力させて盗み取る「フィッ
シング詐欺」，本文中に記載されている URLをクリックし
ただけで登録料を請求されてしまう「ワンクリック詐欺」
や，気付かないうちに出会い系サイトへつながる「出会い
系サイト誘引メール」など，迷惑メールの種類は様々です．
このようなメールを受け取り，興味本位でサイトにつな
いでしまったことを保護者や周囲の大人に言いづらいた
め，隠そうとして子どもたちが大きな被害に遭うことも少
なくありません．

 ケータイ安全教室：
携帯電話と
正しくつきあうために

（株）NTTドコモ  菅野幸子
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Sachiko Sugano 

！！
サイトを通じた「出会い」により 18歳
未満の児童が被害に遭うケースが多い．

被害者の年齢 被害者のうち
小・中・高校生の数

小・中・高校生の
被害者の性別

18歳以上
143 人
（36.0％）

児童（18 歳未満）
254 人（64.0％）

小学生 2 人
（1.1％）

中学生
74 人
（40.0％） 高校生

109 人
（58.9％）

男性 1 人
（0.5％）

女性 184 人
（99.5％）

　＊「高校生」には児童でない者（18 歳）も含む　（平成 23 年 2月 17 日 　警視庁発表）

 図 1　出会い系サイトでの主な被害者は中学生・高校生です

！！
非出会い系サイトを通じた犯罪被害が
近年，急増している．
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被害者児童の比較
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非出会い系サイト（平成 20 年より集計）

（平成 23 年 2月 17 日　警視庁発表）

（人）

 図 2　出会い系サイト以外の一般サイトでも被害が増えています
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ります．プロフや SNSなどに，氏名や学校名などを書き込ん
だり，顔写真を掲載したり，また自分の行動や現在地をリ
アルタイムで書き込んでしまうことで個人を特定され，学
校の前で待ち伏せされたり，ストーカー被害に遭ってしま
う可能性があります．子どもたちには，個人情報の書込み
や居場所を特定される書込みをしないように注意する必要
があります．そして，自分の情報だけでなく友達の個人情
報を書き込んでしまったり，無断で友達の写真を載せてし
まう人もいます．これは個人情報漏えい，肖像権侵害とな
る場合もあります．
その他には，他人を傷付けるような誹謗中傷，犯行予告
などいたずら書込みなども問題になっています．
軽い気持ちで書いた一言が人を傷付けてしまったり，ふと
した一言の書込みがきっかけで，現実のいじめに発展してし
まうケースもあります．インターネットは相手の顔が見えない，
また，匿名でも書込みができることから，内容がどんどんエ
スカレートすることもあります．不用意な書込みで人を傷付け
ていないか，自分が言われたらどういう気持ちになるか，書
き込む前によく考えなければいけません．
また「学校を爆破する」「○○を殺す」というような犯行
予告の書込みは，「威力業務妨害罪」「脅迫罪」などの犯罪
になる場合があり，逮捕されることもあります．「いたずらの
つもりだったのに･･･」という言い訳は通用しません．
インターネットのサイトに書込みを行うと，書き込んだ
先のコンピュータにその記録が残ります．これを「ログ」
といい，通常は公開されていませんが，警察からの要請が
あれば，書込みを行った個人を特定することができます．
メールの場合は，「ヘッダ」にログが記録されますので，
どのようなルートを経由して誰が送ったのかが分かりま
す．「インターネットは匿名なので誰が書いたか分からな
い」という認識は間違いなのです．インターネット上には
常に監視の目があり，問題のある書込みが発見されれば「警
察に通報されることもある」と，子どもたちに認識させる
必要があります．

トラブル防御方法

次に，トラブル防御方法について御紹介致します．
まずは迷惑メール対策です．友達や家族などからの必
要なメールだけを受け取れるように設定できるのがメー
ルの受信／拒否設定です．こちらを設定すれば，一方的
に送り付けてくる様々な迷惑メールを未然に防ぐことが
できます．また，有害なサイトへのアクセスを制限するフィ
ルタリングサービスを利用すれば，うっかりアクセスして
しまうリスクや有害サイトを通じて危険な目に遭うリスク
なども減らせます．

2009年 4月 1日に施行された「青少年が安全に安心して
インターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
では，18歳未満の児童が携帯電話を使用する場合は，保護
者からの不要の申し込みがない限り，原則フィルタリング
サービスに加入することが法律で決められています．フィ

ルタリングサービスは各社無料で提供しておりますので，
子どもが安全に携帯電話を使用できるよう，保護者の責務
として是非フィルタリングサービスを御利用下さい．
インターネット上には違法にコピーされたデータがあふれて
います．2010年 1月に著作権法の一部が改正され，著作権
を侵害した配信と知りながら，権利者に無断で音楽や映像
をダウンロードすることは，個人的に楽しむためであっても違
法（権利侵害）であるとされました．「知らない間に法律違反
していた」などということのないよう，著作権や肖像権などの
社会的なルールについても注意が必要となります．
携帯電話という便利なコミュニケーションツールの登場によ
り，いつでもどこでも連絡を取り合うことができるようになり
ましたが，その一方で携帯電話の特徴が悪い方に働き，メー
ルは 5分以内に返すといった仲間内のルールに縛られてしま
うなど，友達関係のあり方が問題になっています．
そして無自覚に携帯電話を使ってしまい，いつの間にか
請求金額が高額になっていたり，携帯電話を持ち歩いてい
ないと不安，何となく携帯電話を触ってしまうなど，携帯
電話に振り回される人たちも増えています．
日常生活に支障をきたさないよう，子どもたちには携帯
電話の使用時間を制限したり，料金の上限を決めるなど，
正しく携帯電話を使うためにまず家庭内で話し合いルール
を決めることが大切です．そして，携帯電話を持つことの
責任を自覚させましょう．

！！
個人が特定できるようなことは
「書かせない！」「載せない！」を守らせる

プロフ SNS

 図 3　個人情報漏えい・肖像権侵害などのトラブル

NTTドコモでは，2004年より，ご要望を頂いた小学校，中
学校，高等学校，地域コミュニティなどの団体に無料で講師
を派遣し，上記に要約致しました内容で携帯電話の安心・安
全な使い方を啓発する「ケータイ安全教室」を実施しており
ます．「ケータイ安全教室」は，携帯電話を持ち始めの頃の小
学校高学年向けの「入門編」，使い慣れた頃の中・高校生向け
の「応用編」，そして「保護者・教員編」があります．
更には 2009年 4月より「シニア編」メニューも追加し，振

り込め詐欺などの犯罪に巻き込まれないための対策や，大地
震などの災害時に役立つ災害用伝言板などの紹介などもして
おります．
「ケータイ安全教室」は，2011年 3月末までに，全国累計で
約 20,700回開催し，約 316万人の方々に受講して頂いており
ます．「ケータイ安全教室」の詳細，教材など詳しい内容の御
確認，お申し込みは NTTドコモホームページを御覧下さい．
　　http://www.nttdocomo.co.jp/k-tai-anzen/
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「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・
社会システム実証プロジェクト」について
けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト推進協議会

1.  ま え が き

関西文化学術研究都市（愛称 :けいはんな学研都市）で
は，経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実
証地域」に選定されたことを受けて，2010年度～ 14年
度の 5年間，産学公住の連携の下に「けいはんなエコシ
ティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」
に取り組んでいる．本稿では，まず次世代エネルギーの
重要性について述べ，それから本プロジェクトの位置付
け，実証実験の概要，課題について報告する．

2.  「次世代エネルギー・社会システム
　　 実証プロジェクト」の位置付け

2.1　「けいはんな学研都市」の概要
実証事業の舞台となるけいはんな学研都市は，1972

年に出されたローマクラブの報告書「成長の限界…人類
の危機」を読んだ当時の京都大学の奥田東総長が，「関

西でできることは何か」と考えられた末，1978年に「関
西学術研究都市調査懇談会」が設置された．
本懇談会では様々な検討が重ねられ，「人類の幸福のた
めに新しい地球文明の創造」が必要であるとの結論に達
し，そのための新文化首都として，「関西文化学術研究都
市」の建設が提案された．そして 1986年に，（財）関西
文化学術研究都市推進機構が設立され，翌年に，国の法
令が公布されて（1），新文化首都の建設がスタートした．
けいはんな学研都市は，京都・大阪・奈良の 3府県，

8市町にまたがる「けいはんな丘陵」（学研都市全域で
15,000 ha）に広がる 12の「クラスター（地域）」におい
て整備が進められている．図 1は，クラスターごとの立
地施設の状況を示している．図 1に示されているように，
奈良先端科学技術大学院大学や同志社大学などの 6大学，
世界的に有名な多数の研究機関，研究開発型の民間企業
など，2011年 3月末現在で 113の施設が立地している．
それゆえ，けいはんな学研都市では，産学公住の連携が
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枚方市

交野市

生駒市
奈良市

精華町

木津川町
四條畷市

京田辺市

枚方市

交野市

生駒市
奈良市

精華町

木津川町
四條畷市

京田辺市

普賢寺地区

北田原地区

平城宮跡地区

田辺地区

高山地区
木津地区

田原地区

氷室・津田地区

平城・相楽地区

清滝・室池地区

南田辺・狛田地区

精華・西木津地区

市市 楽

氷室・津田地区（23施設）
・関西外国語大学
・産業施設  多数

清滝・室池地区
（9施設）
・大阪電気通信大学　等

田原地区
（2施設）
・企業研修所

高山地区（6施設）
・奈良先端科学技術大学
   院大学，研究機関

平城宮跡地区（5施設）
・文化財研究所　等

平城・相楽地区（20施設）
・民間研究機関　多数

木津南地区（4施設）
・（独）日本原子力研究開発
　　   機構　等

木津中央地区（造成中）
・京都大学農学研究科
　附属農場（計画）

精華・西木津地区（38施設）
・国立国会図書館
・（財）国際高等研究所
・（財）地球環境産業技術研究機構，研究機関等　多数

南田辺・狛田地区（2施設）
（同志社山手地区を含む）
・京都府立大学附属農場

田辺地区（3施設）
・同志社大学
・インキュベーション施設

計 113 施設（約 250 企業：2011 年 3月末現在）

図１　けいはんな学研都市の立地施設
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盛んに行われており，多様な研究開発が進められている．
また，研究機関や大学，企業の立地だけでなく，自然

に恵まれた良好な住宅地の開発が進められており，少子
高齢化が進む我が国において，数少ない人口増加地域で
あるとともに，職住近接の条件が整っているなど，実証
実験のフィールドとして絶好の環境を備えている．

2.2　「けいはんなエコシティ推進プラン」の概要
このように研究開発が盛んに行われる中，京都府が，

2009年 12月に『「エコ」をけいはんな学研都市の「文化」
にする！』を基本目標とする「けいはんなエコシティ推
進プラン」を策定した．本プランでは，「環境・エネル
ギー」分野における新産業の創出を始め，環境共生型住
環境・都市環境の整備や低炭素型次世代交通システムの
構築などの取組みを進めている（2）．

2.3　 「次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」
　　　　の背景

（1） 「新成長戦略」の策定
20年近く続く閉塞状況を打ち破り元気な日本を復活
させるため，2009年 12月に，「強い経済」の実現に向
けた「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」
が閣議決定された．
本戦略では，日本の強みを生かす成長戦略の一つとし
て，「グリーンイノベーションによる環境・エネルギー
大国戦略」が挙げられている．具体的には，「電力供給側

と電力ユーザ側を情報システムでつなぐ日本型スマート
グリッドによって効率的な電力需給を実現し，家庭にお
ける関連機器等の新たな需要を喚起することで成長産業
として振興を図る．更に，成長する海外の関連市場の獲
得を支援する」ことを始め，低炭素社会形成に向けた集
中投資を進めることなどが提唱された（3）．
また，2010年 6月には「新成長戦略（基本方針）」を

具体化した「新成長戦略～「元気な日本」の復活シナリ
オ～」が策定された（4）．
（2） 次世代エネルギーマネジメントの必要性
以上のような動きの中で，経済産業省では，2009年

11月に「次世代エネルギー・社会システム協議会」を設
置し，2010年の 1月には，協議会から「次世代エネル
ギー・社会システムの構築に向けて」の中間とりまとめ
が行われた（5）．
本報告では，1）我が国の強みである省エネルギー・新

エネルギー技術を大きく進め，2）再生可能エネルギーの
導入を拡大してエネルギー輸入を減らし，3）自動車・家
電に次ぐ「輸出の柱」にすることを目指し，4）エネルギー
セキュリティと環境の両立に加え，経済成長（貿易バラン
スの改善）も実現していく，ことが提案されている． 

しかしながら，太陽光発電などの再生可能エネルギー
が大量に導入されると，電力ネットワークには，余剰電
力の発生や電圧の上昇，その他周波数調整力の不足と
いった課題が生じる．
これらの課題のうち，余剰電力については，例えば，

◆地域でのエネルギー
　マネジメントのイメージ

雨や曇り

晴れ

保温したお湯を使う

お湯を大量に作る

感知 制御

供給量が僅か発電量が少ない

エアコン強める 自動的に
洗濯開始

エアコン弱める 洗濯しない

自動的に充電を開始

蓄電池から家庭に供給

発電量が多い

太陽電池 スマートメータ 給湯器 省エネエアコン 洗濯乾燥機 電気自動車等

コジェネレーション

スマートパーキング
スマートスクール

次世代SS

ZEB

太陽光発電，風力発電，
蓄電池

スマートストア等
スマートハウス

情報ネットワーク
エネルギーマネジメント

大量に供給

図２　需要サイドのエネルギ－利用のイメ－ジ（経済産業省資料）
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余剰が発生している時間帯に，給湯器にお湯を貯めた
り，電気自動車（EV：Electric Vehicle）を充電する等，
家庭や地域レベル等のエネルギーマネジメントにより需
要を創出することで，電力ネットワーク全体の電力余剰
の軽減に寄与できると考えられる．
次世代エネルギー・社会システム協議会の中間とりま

とめでは，情報通信技術を活用した需要サイドのエネル
ギー利用の例や地域におけるエネルギーマネジメントの
イメージが示されている（図 2）．
また，余剰電力の軽減だけでなく，地域全体で再生可能

エネルギーを大量導入し，エネルギーを効率利用することも
重要である．そのために，商業ビルや学校，商店，EV充
電装置など，あらゆるものがネットワークでつながり，スマー
トに（賢く）電力をマネジメントすることが期待される．更に，
上記ネットワークと電力ネットワークを合わせて，全体として
新しい機能を持った電力ネットワーク（スマートグリッド）を
構築することが必要となる．
このような「日本型スマートグリッド」に加え，地域

の交通システムや都市計画，消費者行動＝ライフスタイ
ルなどを複合的に組み合わせることで，CO2の大幅な削
減を図り，人類共通の課題である低炭素社会実現に大き
く貢献することが可能となる．
また，こうした社会システムの国際標準化の取組みや
国際展開を図ることにより，我が国の新産業の創出と経
済の成長につなげていくことが必要である．そのために

も，「次世代エネルギー・社会システム」の実証実験を通
して，その有効性を示すことが重要課題の一つである．
以上のような背景の下で，「次世代エネルギー・社会
システム実証事業」がスタートしたところである（図 3）．

3. 「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・ 
      社会システム実証プロジェクト」の概要

3.1　実証プロジェクトの経過
2010年の 2月に，「次世代エネルギー・社会システ
ム協議会」の報告を踏まえて，実証地域の募集が行われ，
全国 20地域から提案があった．
京都府（けいはんな学研都市）も，2009年 12月に策

定した前述の「けいはんなエコシティ推進プラン」を具
体化する一環として，けいはんな学研都市における先導
的研究であるエネルギーの情報化WG（Working Group）（6）

の成果を本推進プランに加えて，実証地域の募集に提案
を行った．そして同年 4月 8日に，20地域の提案の中か
ら，京都府（けいはんな学研都市），横浜市，豊田市，北
九州市の 4地域が選定された．
選定結果を受けて，京都府（けいはんな学研都市）で
は，8月にマスタープランを策定し，9月には主要メン
バが京都に集まり，キックオフミーティングを開催した．
更に 9月末には，プロジェクト推進組織として，正式に
「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システ
ム実証プロジェクト推進協議会」（以下，推進協議会）を

，＊ガス計量に関しては，今後検討

ガス利用量

電力利用量

電力会社

ガス会社

地域EMS（PDCA管理機能）

地域EMS（DR機能）

低炭素都市開発に
向けた管理 行動計画の策定

＊

CO2排出量
の計測単位

EMSの対象

今後検討

変電所

検証予定
[凡例]

系統模擬
システム 地域応援要請

（消費抑制，余剰抑制）

地域内需要状況

ローカル蓄電池

一人当り
世帯当り

電気，ガス
ガソリン，灯油，ごみ，水道

テナント当り
売場面積当り
ホテル宿泊者当り

電気，ガス
ごみ，水道

一人当り
世帯当り

公共設備の
エネルギー消費
（電気，ガス，ごみ）

走行距離当り
一台当り

EVの充電量・消費量
モーダルシフト
進展状況

啓発活動，地域リーダの支援
個別コーチング等による住民理解の促進

家庭部門 業務部門 生活系部門

HEMS
（ウィズガス型）

HEMS
（オール電化型）

EV管理センタ

EV充電
施設

計量システム
によるガス総量
の把握＊

新計量システム
による電力総量
の把握

使用状況 需要状況

需要状況

需要変動
対応 DR要請

DR要請

BEMS
（サーバ型）

BEMS
（SaaS型）

上水

下水

都市ごみ モーダルシフト

地域需要状況

地域需要
分散要請

DR追従成果
インセンティブ消化状況

目標設定
インセンティブ予算処置

運輸部門

図 3　実証プロジェクトの全体像
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立ち上げ，本格的な実証の取組みがスタートした．
更に，2011年 3月には，プロジェクトの更なる充実を図
るべく，マスタープランの一部を見直したところである．

3.2　実証プロジェクトの全体像及び目標
けいはんな学研都市における実証プロジェクトは，関

西地域の CO2排出原単位が低いことや，実証地域が新
たな街作りを行うこれからの開発地であるという特徴
を生かしている．具体的には，すべてのエネルギー消
費（家庭・業務・運輸・生活系）を対象として，生活の
質（QoL：Quality of Life）を犠牲にせずに，単位当りの
CO2総排出量（絶対値）が日本一少ない街作りを目指し
ている．
取組みの方向性としては，街全体のエネルギーマネジ
メントシステムの構築を目標として，1）エネルギー需要
全部門（家庭・業務・運輸・生活系）の CO2排出量のモ
ニタと投資を統合管理するとともに，投資対効果を継続
的に管理し，2）同時に CO2削減の達成と資源割当（リ
ソースアロケーション）を定期的に実施するための PDCA

（Plan，Do，Check，Act）サイクルを立ち上げることである．
特に，投資に関しては，いずれの部門においても，（1）
スマート機器導入，（2）マネジメント実施，（3）再生エ
ネルギー導入拡大，の 3ステップで一本化し，容易な投
資管理を実現する．
これに生活系のカーボンマイナスの要素を地域エネ

ルギーマネジメントの要素として取り組むことで，実
証地区内における 1人当りの CO2排出量として，2010

年 8月のマスタープラン策定時点での目標である 2007

年度比 30%削減値 2.62 t-CO2/（人・年）を大きく下回る
1.6 t-CO2/（人・年）の達成を目標とすることに見直したと
ころである．

3.3　実証プロジェクトの推進体制
上記の目標を達成するため，本実証プロジェクトは，

2010年 9月末に設置した推進協議会が中心となって推
進している．
プロジェクトの会員は 26の団体や企業などで（発足
時点），会長は京都府，副会長は（株）三菱重工業と（財）
関西文化学術研究都市推進機構であり，（財）関西文化
学術研究都市推進機構が事務局を担当している．
図 4に示すとおり，推進協議会には 10のWGが発足

しており，それぞれが具体的なプロジェクトを推進する
とともに，会長，副会長，各WGの代表等による推進幹
事会において，全体調整や課題の整理等を行っている．
各WGは，HEMS（Home Energy Management System）
や BEMS（Building Energy Management System），EV管理
センタなどの 9部門と，それら各部門を統括する CEMS

（Community Energy Management System）で構成されてい
る．以下では，各部門の概要を紹介する．

，

三菱重工業 エネゲート 三菱商事 京都府三菱電機

CEMS HEMS EVセンター V2x モーダル
シフト 生活系 先導的
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BEMS
けいはんな
プラザ

関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス 関西電力 関西電力 関西電力

大阪ガス
関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス
同志社大学
UR都市機構

関西電力
大阪ガス
UR都市機構

オムロン 富士電機 三菱商事

三菱重工業
オムロン
富士電機
三菱商事

シャープ
NEC

三菱重工業 京都大学

三菱自動車
三菱電機 三菱重工業

京都府
関西文化
学術研究
都市機構

エネルギー
の情報化
ワーキング
各社

三菱自動車
ルネサス
テクノロジ

山武
日建設計 日本ユニシス

古河電工
古河電池
けいはんな
プラザ

地域住民の意識変革や行動の定着に向けた取組み

京都府，（財）関西文化学術研究都市推進機構

会長：京都府， 副会長：三菱重工業，（財）関西文化学術研究都市推進機構

（財）関西文化学術研究都市推進機構，エネルギーの情報化ワーキンググループ，UR都市機構，
同志社山手サスティナブルアーバンシティ協議会，関経連，京都府，京田辺市，木津川市，精華町，

関西電力，大阪ガス，三菱電機，三菱重工業，オムロン，富士電機，三菱商事，エネゲート

推進協議会

推進幹事会

WG
（ワーキング）

WGリーダ

参画企業
・団体

支援企業
・団体

図 4　プロジェクト推進体制



100 通信ソサイエティマガジン  No.18［秋号］2011

解　説

3.4　実証プロジェクトの各部門の概要とねらい
（1）各部門を総括する実証（CEMS）
各部門を統括する CEMSは，HEMSや BEMS，EV管
理センタなどから，エネルギー使用実態のデータや翌日
の太陽光発電（PV：Photovoltaic power generation）発電量
予測，エネルギー使用量予測，デマンドレスポンス（DR：
Demand Response）対応可能量などの情報を集約する．
更に，電力系統（実証では系統模擬システムを利用）

側からの地域対応要請（消費抑制，余剰抑制など）を踏
まえ，各部門に DR要請値とインセンティブプログラム
情報を伝達する．
これにより，地域全体としての省エネ・省 CO2につな
がるエネルギーマネジメントシステムの実証を行うこと
が可能となる．

CEMSでの CO2排出削減目標値は，家庭，業務，運
輸等各部門のマネジメントによる削減を CEMS との連
携による効果と想定し，最大 0.32 t-CO2/（人・年）（生活系
分を除く）としている． 

（2）家庭部門での実証（HEMS）
家庭部門に関しては，既築 100軒に対して，電気・ガ
スのエネルギー使用量の見える化を行い，省エネルギー
（以下，省エネ）行動の効果検証を行う．
更に，蓄電池やヒートポンプ，固体酸化物形燃料電池

（SOFC：Solid Oxide Fuel Cell）などの先進的な省エネ機
器を 10軒の新築に導入して HEMSの実証を行う．
また，商品化済みの先進機器で構成される蓄電池なし
での HEMS実証 4軒を含め，新築計 14軒での HEMS

実証を行う．
これらの実証では，CEMSからの DR要請と，DRパッ

ケージや省 CO2パッケージ（DRや省 CO2の達成度に対
するインセンティブの仕組み）などの各種インセンティ
ブプログラムとを連係させた情報提供により，蓄電池の
充放電制御の効果や，人を介した間接制御と見える化等
の行動変革による省エネ行動の効果について検証する．
更に，同地域に導入予定である電力，ガス会社のス
マートメータを活用したエネルギー使用量の見える化に
よる HEMSを検討し，将来の新築住宅に対する展開を見
据えた低炭素化につながる取組みについても実証を行う．
家庭部門での CO2排出目標値としては，最大 0.45 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．

（3）業務部門での実証（BEMS）
業務部門に関しては，けいはんなプラザと大学等にお
いて実証を行う．
交通アクセスが悪く，稼働率の変動が大きいという地

方都市の複合施設特有の課題を有しているけいはんなプ
ラザでは，サーバ型 BEMSとして，CEMSから送られ
る DR要請とインセンティブプログラムを連携させて，
テナントや宿泊客の行動変革による省エネ行動の効果検
証を実証する．
また，大学等において，限定エリア内に複数の施設・
ビルが存在する場合のエネルギーマネジメントとして，
SaaS（Software as a Service）型 BEMSによるエネルギー
管理の実証について検討している．
業務部門での CO2排出目標値としては，最大 0.50 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．
（4）運輸部門での実証（EV）
交通部門に関しては，EVの導入普及につながる充
電マネジメントシステムの確立を目指す．そのために，
EV管理センタにおいて，EVの走行情報や，バッテリ
情報，充電装置の稼働情報などを集約し，円滑な充電管
理を行うマネジメント技術の実証を行う．
更に，CEMSからの DR要請とインセンティブプロ
グラムとを連携させて，昼間の EVに対する充電量や駐
車場の充電タイミングを制御することにより，省エネ効
果，DR効果の検証を行う．
また，低炭素化を実現するために，EV管理センタを活用

したモーダルシフト（移動手段の転換）についても実証する．
運輸部門での CO2排出目標値としては，最大 0.89 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．
（5）生活系での実証
一般的に，上下水道処理施設や廃棄物処理施設などの

静脈系の施設は生活に密着しており，社会インフラとし
て必須であるが，従来エネルギーマネジメント要素とし
ては考えられていなかった．
このような生活系の部門に関しても，中水利用や下水
汚でい等の設備に対して，CEMSからの DR要請に応じ
て，貯水槽や貯炭場などの処理負荷を制御することによ
り，地域エネルギーのマネジメントが可能かどうかにつ
いて検討及び検証を行う．
生活系でのカーボンマイナス目標値としては，最大

0.22 t-CO2/（人・年）を目標とする．
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（6）先導的実証
京都大学の松山隆司教授が主査を務める「エネルギー
の情報化WG」では，その研究開発の成果をベースにし
た先導的実証に取り組んでいる（6）．
京都市内のマンションルームや同志社山手地区の「京
都力結集エコ住宅」において，電力制御機能付スマート
タップを活用した「オンデマンド型電力マネジメントシ
ステム」や「電力のカラーリング（由来別制御）」を導入し，
家庭内のトータルな電力マネジメントシステムの構築を
目指している．今後，機器やシステムの安全性，投資対
効果，お客様の受容性などの評価を行った上で，実証プ
ロジェクトへの導入を目指すとともに，最終的には海外
展開を目指す（図 5，図 6）．

（7）再生可能エネルギーの大規模導入
同志社山手，精華台，ハーモニーシティ木津の 3地区

の「環境共生住宅」において，街区全戸に太陽光発電の
大規模導入（300戸× 3地区＝ 900戸）を図る．
（8）ライフスタイルの変革
家庭における省エネ活動に応じて，エコポイント等の
インセンティブを付与することにより，省エネ行動の喚
起やライフスタイルの変革に取り組む．
（9）国際展開
次世代エネルギー・社会システムの「けいはんなエコ

シティモデル」を構築するとともに，ここで確立された
「けいはんなエコシティモデル」全体を輸出パッケージと
して国際展開を図る．

：WGを通じた先進的な取組みと実証事業との意見交換（四半期ごとをめどに実施）
1）SCADA：Supervisory Control And Data Acquisition 

畜電池付
（NEDO）
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（CEMSシステム開発）

系統との相互補完（ローカル蓄電池）

規模拡大
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評価 評価 国際
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以上が，けいはんなにおける実証プロジェクトの取組
み概要であり，図 7に示すプロジェクトスケジュールに
より進めていく予定である．

4.  課題と解決方策

4.1　住民参加の確保
本実証プロジェクトは，その成果を国内外に広く普及

させ，新産業の創出に結び付けることが目的である．そ
のため，住民が実際に暮らしている地域で実証実験を
行い，不特定多数の住民から具体的なニーズを集め，実
証・開発に反映させる必要がある．
実証実験に住民が積極的に参加するには，実証実験の
重要性やメリットを十分に説明し，理解を得ることが大切で
ある．その一方で，実証実験には一定の制約や負担が出て
くるため，住民の高い協力意識とボランティア精神に頼るだ
けでなく，適切な補償やインセンティブも不可欠である．
そのため，京都府では，本実証プロジェクトが円滑に

進み，その目的を達成できるよう，2011度予算で電気
自動車や充電装置の導入支援，太陽光発電の設置支援等
のために，約 1億円の補助制度を創設した．

4.2　個人情報の保護
実証プロジェクトを進めるにあたり，HEMSや同志

社山手のエネルギーの見える化実証については，参加頂
く御家庭のエネルギー使用状況などをスマートタップで
把握し，HEMSのサーバに集める必要がある．
集められた情報は，実証参加企業によってエコポイン

トの付与などに使用されるため，個人情報の一部が把握
されることにつながる．そのため，実証実験に参画する
企業や団体は，個人情報保護法や関係法令を遵守すると
ともに，推進協議会として定めた個人情報保護の取扱い
方針に沿って，適正な個人情報の取扱いに努める．
また，個人情報の不正アクセスや紛失，漏えいの予防

など適正な管理を行い，個人情報保護のために，継続的
な改善に努める．

5.  む　す　び

実証プロジェクトの 1年目である 2010年度において
は，HEMSの同志社山手の既築 51軒で，エネルギーの

見える化の実証がスタートした．
その他の実証プロジェクトは，2011年度から本格的に
スタートし，翌 2012年度には中間評価が行われる．2013

年度以降は，中間評価を踏まえて，実証の拡張を目指す．
例えば，HEMSは 114軒から 900軒への拡大を目指し，

EV及び充電ネットワークについては，EVを 100台，充
電装置を 150台まで拡大することを検討している．
また，海外展開に向けては，各地域の状況やニーズ等
を把握しながら，具体的なターゲットを絞る．それから，
中間評価を踏まえて，アジアなどの現地で，事業可能性
調査（FS: Feasibility Study）や基本設計の検討，詳細制
度設計などを行う．  

最終的には，「けいはんなエコシティモデル」の全部
または一部をパッケージとして輸出し，「京都議定書誕
生の地」というブランド発信力（Do you Kyoto?）を生か
して，現地の状況やスペックに応じた海外展開を図るこ
とを目指している．
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まえがき1

航空交通管制（以後，航空管制と呼ぶ）業務は，航空
機相互間の安全間隔を確保し，円滑な交通流を形成する
ために航空機への指示や許可，情報提供を行う業務であ
る．航空交通管理（ATM：Air Traffi c Management）は，航
空管制業務を包含した概念であり，航空交通に関わるす
べての関係者の協力下での，安全，経済的かつ効率的な
航空交通と空域の動的かつ統合的な管理である（1）．今後
も増加する航空交通量に対応し，安全で効率的な航空機
の運航を実現するために，ATMの様々な技術開発と運用
改善が進められている．将来の ATMの運用概念として，
航空機の軌道（トラジェクトリ）を予測し管理する軌道
ベース運用（TBO：Trajectory Based Operation）が検討さ
れている．この運用概念の国際標準はまだ定められてい
ないが，航空機の軌道が生成され，関係者が共有し，そ
れに従って航空機が運航する概念である．航空機の軌道
は，飛行中及び地上走行中の両方での三次元位置と時間
を含む四次元の航空機の運動の記述であり，気象条件な
ど運航に影響する様々な要素を考慮して生成され，危険
事象の回避などに対応して修正される．TBOにより，航
空機の出発から到着までを全体的に管理することができ，
CO2削減などの運航の効率性を向上することができる．
国際民間航空機関（ICAO：International Civil Aviation 

Organization）は，1991年に開催された第 10回航空会議に
おいて，通信・航法・監視 /航空交通管理（CNS/ATM：
Communication・Navigation・Surveillance/ATM）構想を
まとめた．CNS/ATM構想とは，衛星航法やデータ通信な
どの新しい CNS技術を活用し，航空機をより安全で効率
的に飛行させるための ATMを実現する構想である．ICAO

は 2003年に ATM運用概念を作成した（1）．これは，運用
上の要件に基づいて CNS/ATMを導入するための基盤的
な概念である．TBOは，この運用概念に含まれている．
国土交通省は 2010年に将来の航空交通システムに関する
長期ビジョン CARATS（Collaborative Actions for Renovation 

of Air Traffi c Systems）を策定した（2）．この中の運用概念
と基盤技術の変革の方向性として TBOが述べられてい
る． 米国では NextGen（Next Generation Air Transportation 

System）（3），欧州では SESAR（The Single European Sky ATM 

Research Program）（4）が策定された．TBOはこれらの将来
の運用概念として国際的に検討が進められている．
本報告では，TBOの概要と CO2削減について述べる．

初めに，航空機の運航と CO2排出について，航空機性能
モデルにより説明する．次に，航空交通の技術の現状と
CO2削減のための運用改善策をまとめる．最後に，TBO

の概要と技術課題について述べる．
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航空機の運航モデル2

航空機の運航と CO2排出について，航空機性能モデ
ルを使用して説明する．航空機性能モデルは欧州ユーロ
コントロールの BADA（Base of Aircraft Data）を使用す
る（5）．BADAは，航空機を質点としたエネルギー保存則
に基づくモデルである．
航空機の速度は，こう正対気速度（CAS：Calibrated 

Air Speed），真対気速度（TAS：True Air Speed），対地速
度（GS：Ground Speed）の 3種類に区分される．CASは，
ピトー静圧式速度計の速度に対気速度系統の誤差の補正
を加えた速度で，コックピットの速度計に表示され，飛
行操作に用いられる．TASは，CASに飛行高度におけ
る空気密度比及び空気の圧縮性の影響を修正した速度で
ある．GSは，地表面に対する速度で，TASに飛行経路
に対する風速成分を加算して求める．航空機は，飛行操
作に使用される CASまたはマッハ数を一定にして飛行
することが多い．ここで，マッハ数は音速との比で示し
た航空機の速度である．航空機の軌道生成では，CASま
たはマッハ数から TASに変換し，高層風の影響を考慮し
て GSを算出する．
航空機の運動計算には，航空機を質点としたエネル

ギー保存則に基づくモデルを使用する．これは，航空
機に作用する力（推力と抗力）の仕事率が，機体の運動
エネルギーと位置エネルギーの増加率と等しくなるモ
デルである．ここで，運動エネルギーは速度，位置エネ
ルギーは高度に対応する．例えば，アイドル推力による
CAS一定の降下では，推力，抗力，速度から降下率を算
出することができる．抗力は速度，空気密度，航空機の
コンフィグレーション（フラップ，ランディングギヤの
有無）などの関数となり，速度が増加するほど抗力は大
きくなる．また，推力と燃料消費率はほぼ比例する関係
がある．
図 1から図 3に BADAで算出した航空機の高度，速

度，燃料消費率の例を示す．航空機の形式はボーイング
777-300（B773），重量は BADAの参照重量の 237.6 tと
した．大気モデルは標準大気を使用し，風は無風とした．
横軸は飛行時間を示す．離陸から着陸までの飛行時間は
1時間 4分，飛行距離は 795 kmである .

航空機の上昇中は，推力と抗力の差分により，位置エ
ネルギーと運動エネルギーが増加する（6）．BADAの運

航速度モデルでは，上昇中の航空機の CASは，高度帯
ごとに一定速度が定義されている．CAS一定速度の上
昇においても，高度が上昇するに従って空気密度が小さ
くなるため，図 2のように TASは増加する．更に上昇
して，高度が CAS基準の運航とマッハ数基準の運航の
境界の高度である遷移高度以上になった場合は，CAS

一定速度の上昇から，マッハ数一定速度の上昇に変化す
る．この例の遷移高度は 31,560 ft（9.62 km，1 ft = 0.305 m）
であり，この高度を通過した飛行時間 1,344秒の時点か
ら，TASが低下している．上昇時の燃料消費率は他の区
間に比べて大きい．
巡航中はマッハ数一定速度の飛行であり，推力は抗力と

ほぼ均衡する．高度 33,000 ft（10.06 km）を，マッハ数 0.84

（TASに換算すると 490 kt（252 m/s, 1 kt = 0.514 m/s））で
巡航中の重量 237.6 tの航空機の運動エネルギーは 7.5 GJ，
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位置エネルギーは 23.4 GJ，合計エネルギーは 31.0 GJで
ある．運動エネルギーと位置エネルギーの割合は，約
1：3であり，位置エネルギーが大きい．
降下中は，アイドル推力により，位置エネルギーを運

動エネルギーに変えながら，グライダのように降下する．
速度設定は，上昇と同様に，高高度ではマッハ数一定速
度，遷移高度以下では高度帯ごとに設定された CAS一
定速度の降下とする．アイドル推力のため，図 3のよう
に降下中の燃料消費率は小さい．着陸前には，フラップ
やランディングギヤを使用するコンフィグレーションと
なり，抗力が増加するので，推力を増加させ，燃料消費
率も増加する．
この計算例の燃料消費量の合計値は 8,951 kgであ

る．区間に分けると，上昇区間が 6,050 kg，巡航区間が 

2,335 kg，降下区間が 566 kgであり，割合ではそれぞれ
68％，26％，6％となる．航空機の燃料 1 lから CO2が
2.46 kg排出される（7）．燃料の比重を 0.8とすると，この
計算例の CO2排出量の合計値は 27,500 kgとなる．
この計算例において，航空機の座席数を 480座席， 座

席利用率を 65％とすると，旅客輸送量当り CO2排出原
単位は 111g-CO2/（人・km）となる．国土交通省が算出し
た旅客輸送機関別の CO2排出原単位（2008年度）の実
績値では，自動車は 164 g-CO2/（人・km），航空は 108 g-

CO2/（人・km），鉄道は 19 g-CO2/（人・km）である（8）．こ
の実績値は，温室効果ガスインベントリオフィスで公開
されている温室効果ガス排出量のデータ及び国土交通省
の交通関係統計等資料で公開されている輸送量のデータ
を基に作成された．本計算例は，航空の実績値とほぼ一
致した．
航空機は，図 3のように巡航時に比べ上昇時に燃料を

多く消費する．そのため，飛行距離が長いフライトは，
短いフライトに比較して，飛行 1 km当りの CO2排出量
は少なくなる（9）．ただし，東京－北米路線のように，長
距離になると燃料搭載量が増加するため，機体重量が重
くなり，逆に飛行 1 km当りの CO2排出量が増加する．
CO2排出量の推定ではこれらの点について注意する必要
がある．なお，鉄道の走行 1 km当りの CO2排出量は，
走行距離によらず一定である（9）．

航空交通の技術の現状3

航空機は出発前に飛行経路，高度などを記述した飛行
計画を管制機関に提出し，管制承認を受けた後に運航を開
始する．飛行中は，飛行計画の経路に沿って，航空管制官
の管制指示に従いながら，目的空港まで飛行する．航空管
制業務は，航空機相互間の安全間隔を確保し，円滑な交通
流を形成するために航空機への指示や許可，情報提供を行
う業務である．その業務は飛行場管制，ターミナル管制，
航空路管制など数種類に分けられており，各管制機関の
航空管制官が区分された空域を担当している．
図 4に航空管制を制御ループとして表現する（10）．航空

管制官は，レーダなどの管制機器を使用して航空機の現
在位置を監視する．また，飛行計画を参考にして，航空
機の将来位置を予測し，安全間隔確保などのための適切
な管制指示をパイロットに通知する．

航空機の飛行管理システム（FMS：Flight Management 

System）は，パイロットが入力した飛行計画に基づき，
最適な燃料消費量や所要時間で飛行するための速度，高
度変化率，推力などを計算する．自動操縦装置（Autopilot 

System）と自動推力調整装置（Autothrottle System）を利
用して自動的に姿勢制御と推力制御を行い，経路に従っ
て飛行することができる．
パイロットの操縦には，FMSを使用する以外に，針路，

速度，高度の目標状態を自動操縦装置に入力する方法，
操縦桿を手動で操作する方法がある．パイロットが管制
指示に従って操縦した航空機の航跡を航空管制官が監視
し，新たな管制指示を発出する繰返しにより航空機の運
航が行われる．航空管制業務や航空機の運航は様々な規
程に基づいており，そこではそれらを支える CNS技術
が活用されている（11）．
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航空機の航法は，性能準拠型航法（PBN：Performance 

Based Navigation）により規定されている．ICAOは広域
航法（RNAV：Area Navigation）システムの性能要件を定
義する PBNマニュアルを発行した（12）．我が国ではこれ
に基づいた RNAVの整備が進められている．従来の飛
行経路は地上の航行援助施設に基づいて設定されていた
が，RNAVにより，自由度の高い経路が設定できる．そ
のため，空港間の経路長を短縮する経路構成が可能とな
り，CO2削減に寄与する．また，交通量の多い経路に平
行した経路を新たに追加することにより，交通量の分散
を図り，経済的な高度で飛行することができる．

RNAV経路は，その要求される精度を示す数値を付加
して呼ばれる．例えば，RNAV5では，航法精度について，
経路における横方向の総合システム誤差（TSE：Total 

System Error）が，全飛行時間中の少なくとも 95％は
±5NM（1NM = 1.852 km）の範囲内になければならない．
ここで，図 5のように TSEはパス定義誤差（PDE：Path 

Defi nition Error）， 航法システム誤差（NSE：Navigation 

System Error），飛行技術誤差（FTE：Flight Technical Error）
の和で定義される（12）．PDE は飛行が期待される要求パ
スと RNAVで定義したパスの差，NSEは航空機の航法
システムが算出した位置と実際の位置の差，FTEは航法
システムが示す位置からの操縦制御能力による偏差で
ある．更に，航法性能要件（RNP：Required Navigation 

Performance）が指定されると，航法精度に加えて，経路
の逸脱について決まった信頼度に基づく警報を発する機
能が必要となる．
現在の FMSは飛行経路の通過予定地点（ウェイポイン

ト）での高度制限などを入力すると，それに従った軌道
を生成する．また，ウェイポイントの通過時刻を指定で
きる RTA（Required Time of Arrival）機能がある．これら
の機能については，FMSの仕様（13）に含まれているが，

PBNマニュアルでは規定されていない．四次元航法に関
連する経路の前後方向の誤差は，NSEのみが規定され，
TSEは定められていない．ここで，経路の前後方向の誤
差は，経路上のウェイポイントからの経路方向の位置誤
差を示す．PBNマニュアルでは，将来の拡張として垂直
RNPと四次元航法能力が考えられている．

CO2 削減の運用改善策4

航空機の運航で CO2削減を目指すには，飛行距離の短
縮，高層風を考慮した経路設定，経済的な高度の飛行，
継続上昇運用（CCO：Continuous Climb Operation），継続
降下運用（CDO：Continuous Descent Operation），管制間
隔の短縮，出発待機などがある．
飛行距離の短縮には，出発空港と目的空港間の大圏

経路に近い RNAV経路を設定することにより改善でき
る．また，日本と米国間の路線など長距離路線の場合
は，偏西風を考慮した経路を利用する．偏西風を追風
として利用する経路や，強い向かい風を避ける経路を飛
行することにより，大圏経路に比較して飛行時間を短
縮できる．現在，太平洋上では日ごとに経路を設定す
る PACOTS（Pacific Organized Track System）が運用さ
れ，また，航空会社が航空機ごとに経路を設定する利
用者設定経路（UPR：User Preferred Route）の利用が進
められている．
航空機は，その重量に対応して，燃料消費量が少なく

なる経済的な巡航高度がある．その高度から 2,000 ft低下
すことにより，燃料消費量が 1.5 ％増加する（14）．また，
偏西風は高度により風速が異なるため，偏西風を考慮し
て巡航高度を決めることも CO2削減には有効である．

CCO，CDOについては，上昇と降下中の水平飛行部
分をなくすことにより，航空機が円滑に上昇や降下で
き，CO2削減に役立つ．出発経路と到着経路がふくそう
する空港周辺のターミナル空域では，交差地点におい
て高度による安全間隔を確保するため，航空機の飛行高
度の制限が設定されることがある．また，目的空港での
着陸滑走路は，通常向かい風になるように選択されるた
め，滑走路が変化することにより，到着経路の飛行距離
が変化し，水平飛行区間が必要となる場合がある．更に，
目的空港の混雑により，着陸時間調整のため飛行距離が
延伸する場合でも，水平飛行区間が必要になることがあ

NSE 

FTE 

PDE TSE 

測定位置 

定義パス 

要求パス 

真の位置 

測

真

図 5　航法誤差（横方向）
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る．降下中に水平飛行するには，推力を巡航中と同程度
に上げる必要があり，燃料消費量が増加する．空域管理
による経路の交差位置や交差時の高度制限の変更，垂直
RNPの導入，それらの動的な管理，及び管制方式の変更
により水平飛行区間を低減でき，これらは CO2削減に寄
与する．
管制間隔は，安全を確保するために必要な航空機間の

最小安全間隔である．運航者が希望する経路や高度が複
数の航空機で競合する場合は，管制間隔を確保するため，
一方の航空機の高度変更などが必要である．管制間隔の
短縮が実現されれば，この変更量や変更頻度を低減でき，
CO2削減に貢献する．
出発待機は，航空交通流管理の一つの機能として，空

港や空域への交通集中が予測された場合に，出発空港で
地上待機する手法である．出発待機により，空中での待
機旋回などの非効率的な飛行を避けることができ，CO2

削減につながる．
目的空港での着陸間隔確保のために，大規模空港周辺

空域で飛行距離の延伸が発生している（15）．この対策とし
て，到着機の滞留が予測される場合は，巡航中の高高度
での速度の減速により，滞留時間を消費する方法がある．
図 6に BADAに基づく航空機の巡航速度の調整幅の例
を示す．最大速度，最小速度，失速速度は航空機の飛行
性能データから，標準速度は BADAの運航速度モデル
で定義される速度データから算出した．航空機の最小速
度は，失速速度に安全率を加えて設定される．また，最
大速度は型式ごとに CASとマッハ数が決められている．
高高度では，マッハ数に従った運航の TAS換算値が小さ
くなるので，速度調整幅は小さい．全体的に標準速度よ

り加速する速度調整幅は小さいが，減速する速度調整幅
は大きい．例えば，巡航区間が 300海里（NM）（556 km）
の場合，TASで 480 ktから 400 ktに減速することによ
り，飛行時間を 7.5分長くすることができる．速度調整
による時間調整は，長い経路距離を必要とするので，現
状の経路延伸より早く開始する必要がある．そのため，
着陸間隔確保の必要性の早期検出による先を見越した制
御が必要である．速度調整は，経路の延伸量を低減する
ことができ，CO2削減につながる．

CARATSでは，「環境への配慮」として， 1フライト当
りの CO2排出量を 10％削減する数値目標を示している．
ここで，1フライト当りとは，出発空港から到着空港ま
での大圏距離当りのことである．航空交通シナリオを想
定した時間管理に基づく CDOや UPRなどの具体的な運
用改善施策における CO2排出量低減の推定モデルの構築
は今後の課題である．

TBOと技術課題5

航空交通システムは様々な要素で構成される大規模で
複雑な制御システムである．航空管制を支援する目的で，
航空交通システムの自動化を進めるためには，制御の対
象となる航空機の軌道情報が重要となる．今後も増大す
る航空交通量に対応し，安全で効率的な航空機の運航を
実現する方法として，TBOが検討されている．CARATS

では，運用概念と基盤技術の変革の方向性として，TBO，
予見能力の向上，性能準拠型の運用の高度化，混雑空
域・空港における容量拡大のための柔軟で精密な運航の
実現，全飛行フェーズでの衛星航法の実現，地上・機上
での状況認識能力の向上，高度に自動化された包括的支
援システムによる機械と人間の能力の最大活用，情報共
有と協調的意思決定の徹底の 8項目が示されている．
図 7に TBOの概念を示す．TBOは，航空機の軌道を

計画し，危険事象などの調整対象を検出し，制御を実施
する．計画に基づく飛行の実施には，FMSなどの航空機
の能力を活用する．航空機が，計画された軌道を正確に
飛行することにより，安全性と効率性を向上できる．ま
た，航空機の軌道の不確定性を低減することにより，管
制間隔や予備的な間隔を小さくすることができ，空域や
空港の容量拡大に寄与する．ここで，予備的な間隔は，
予測誤差や制御の許容範囲を考慮して，管制間隔に加え
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て航空機間に確保される間隔である．上昇中は CCO，巡
航中は運航者設定軌道（UPT：User Preferred Trajectory），
降下中は CDOを目指す．主要なウェイポイントには，
通過時刻が指定される．これらにより，運航の効率性を
向上させ CO2削減を目指す．
軌道は，出発空港のスポットアウト（出発機のスポッ

トからの離脱），地上走行，離陸，飛行，着陸，地上走行，
スポットイン（到着機のスポットへの到着）の各フェー
ズを位置と時間による四次元で記述し，現在の飛行計画
をより詳しくしたものである．混雑した空域では，航空
機間の管制間隔を確保するため，個々のフライトについ
て運航者が希望する軌道に従った運航は難しくなる．そ
こで，TBOは各フライトが希望する軌道になるべく近づ
けて飛行できるように，全体を考慮しながら，必要な部
分での軌道を修正し，それに従った航空機の飛行の実現
を目指す．現在は航空管制官が担当するセクタ内で航空
機を誘導しているが，情報処理技術を活用して，より広
域的で早期の段階から航空機の制御を実施する．

TBOでは，初めに運航者が各フライトの運航目的に
合わせて，空港と空域の制約を考慮して，軌道を生成す
る（16）．出発前に，その軌道は必要であれば修正され，運
航者，管制機関，空港管理者が同意する．軌道への規制
が掛けられたり，解除されたりする手順は，対応時間に
余裕がある場合には関係者間の協調的意思決定（CDM：
Collaborative Decision Making）により実施される．
飛行中は，FMSの利用などにより正確に承認軌道を飛

行する．航空機の現在位置から 20～ 30分先までの区間
は，管轄する管制機関により承認される．このとき，正
確な軌道予測技術により，他の航空機の軌道との間隔欠

如などの危険事象が予測されると，航空機と調整し，軌
道を修正する．軌道は，このようにフライトの計画時に
生成され，運航の過程で修正され，目的空港に到着した
後にその管理が終了する．

TBOでは，実世界での航空機と情報処理システム内で
の航空機の情報の正確な対応が重要となる．そのため，
航空機の飛行性能及び気象条件などの飛行環境のモデル
化技術の精度向上が望まれる．また，航空機と管制機関
が軌道情報を共有するための空地間のデータ通信技術，
及び航空管制官とパイロットが軌道情報を正確に認識す
る HMI（Human Machine Interface）技術が必要となる．
航空機の出発時刻は機材準備，乗客の搭乗遅れの影響

などにより定刻から変化する．飛行中は高層風の影響を
受け速度が変化し，また，安全確保や乗客の快適性のた
め悪天空域を回避する．このような不確定性のため，こ
れまでの航空管制業務ではウェイポイントの通過時刻指
定による時間管理はほとんど実施されてこなかった．新
たな運用を目指すため，TBOの実現には，様々な課題を
解決する必要がある．航空管制業務に新たに時間管理業
務が追加されるので，現状と同じ環境では航空管制官の
業務量は増加する．そこで，業務の一部を自動化システ
ムが対応することにより，業務量を低減することを目指
す．以下に課題を示す．

・運用概念の構築
・人間とシステムの役割分担
・地上システムと機上システムの役割分担
・軌道予測技術，軌道変更技術の開発
・データ通信環境の整備
・監視環境の整備（ADS-Bなど）
・航法環境の整備（四次元 RNP，FMSの開発）
・HMIの開発
・ 情報ネットワーク SWIM（System Wide Information

 
Management）の開発

運用概念は，関係者の共通認識と受容性の評価，課題
の抽出，対応策の検討に利用する．このとき，人間中心
の自動化設計，航空機のコックピットと管制官が使いや
すい管制卓に関する HMIの開発，地上と機上システム
との連携なども検討しなければならない．TBOの運用で
は，それを支える CNS技術の整備が必要であり，関係者
間での軌道に関する情報共有のための情報ネットワーク
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SWIMの整備も必要である．軌道予測技術は，航空機の
性能モデルや気象予報に基づいて軌道を予測する技術，
軌道変更技術は，危険事象などを回避するために軌道を
効率的に変更する技術である．現在，これらの技術開発
が国際的に進められている．

む　す　び6

将来の ATMの運用概念として検討されている TBO

と CO2削減について紹介した．初めに，航空機の運航と
CO2排出について，航空機性能モデルにより説明した．
次に，航空交通の技術の現状と CO2削減のための運用改
善策をまとめた．最後に，TBOの概要と技術課題につい
て述べた．

TBOを導入するためには，軌道予測技術を改善する
とともに，それを活用するための運用方法を開発し，関
係者に受容されなければならない．そのためには，本技
術の有用性と使用容易性の実証が重要である．FMSの
活用，軌道情報を空地間で共有するデータ通信技術，管
制情報処理システムでの軌道情報のデータ管理，航空管
制官とパイロットへの情報提供方法などが今後の課題で
ある．
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まえがき―地球温暖化と ICT―1

近年，地球温暖化に代表される気候変動問題は，地球
規模の課題として認識され，世界的な取組みが必要とさ
れている．特に，地球温暖化の原因としては，人為的な
温室効果ガスの可能性が高いとの見解が，国連の気候変
動に関する政府間パネル（IPCC： Intergovernmental Panel 

on Climate Change）が発行した第 4次評価報告書（1）によっ
てなされている．この温室効果ガスの中でも，二酸化炭
素（CO2）やメタンの影響が着目されている．2005年 2

月に京都議定書が発効し，日本は，2008～ 2012年まで
に温室効果ガスの総排出量を基準年の 1990年より 6％
削減することを求められている．しかし，2008年度の
総排出量（CO2換算）は 12億 8,200万 tと，基準年比の
+ 1.6％上回っている（2）．本稿では，環境負荷として，こ
の CO2排出に焦点を当て，特に ICT機器などが消費する
電力の増加に伴う CO2排出の増加を課題と捉える．

ICTは，ここ数年において急速に発展し，通信ネット
ワークを始め，ユーザの使用する端末機器まで，著しい
普及とともに，その電力消費に起因する CO2排出量も増
えている．そのため，通信ネットワークシステムやデー
タセンタの省エネルギー化などの ICT自身の環境負荷を

低減すること（Green of ICT）が急務となっている． 

一方，ICTサービスを利活用することにより，ライフ
スタイルの変革に伴う社会全体の環境負荷低減を期待で
きる．具体的な例としては，次のような事象がある．サ
プライチェーンマネジメント等の企業間の情報連携によ
る流通の効率化やペーパレスオフィスの実現などに代表
される「物の生産や消費の効率化」，高度道路交通システ
ム（ITS：Intelligent Transport Systems）による交通渋滞緩
和などの「輸送の効率化」，テレビ会議等による「人の移
動の代替」，スマートグリッドに代表される「エネルギー
の利用効率の向上」などがある．つまり，ICTサービス
を利活用することが，ICT分野以外の他の分野の環境負
荷を低減すること（Green by ICT）につながる．
前述した「Green of ICT（ICT機器類の省エネルギー化

などによる ICT自身の環境負荷の削減効果）」と「Green 

by ICT」との関係は，図 1のように表すことができる．
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ICT（Information and Communication Technology）が地球環境に与える影響の中で，環境負荷低減
に対する考え方には二つの側面がある．ICT 自体の環境負荷を低減すること（Green of ICT），及び

ICT サービス利活用により社会全体の環境負荷の低減へ貢献すること（Green by ICT）である．これらの環境側面を定量的
に把握するための評価手法として，本稿では，統計資料等を用いたマクロ的な推計に基づいた日本全体としてのGreen of 
ICT と Green by ICT の効果について紹介する．更に，個々の ICT サービスの環境影響を評価する方法として，ライフサイク
ルアセスメントに基づいたミクロ的な評価手法を「情報通信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライン」の基準に則して解
説する．環境影響評価手法の国際標準化活動についても触れる．

環境負荷低減，CO2 排出削減，ライフサイクルアセスメント，グリーン ICT
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図 1　ICTによる他分野のCO2排出削減イメージ
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ICTが地球環境に与える影響を評価するためには，この
二つの側面を定量的に把握することが必要となる．
本稿では，統計資料等を用いたマクロ的な推計として，日

本全体の ICT分野におけるCO2排出量と ICT利活用によ
るCO2排出削減効果を紹介する．更に，ライフサイクルアセ
スメントに基づいた，個々の ICTサービスの環境影響を評
価する手法（ミクロ的な評価）について，解説する．また，環
境影響評価手法の国際標準化活動についても触れる．

日本の ICT分野におけるCO2排出量の推計2

2.1　日本の ICT分野におけるCO2排出量把握の取組み

ICTサービスを提供するための通信ネットワーク装置
などの電力消費，及びサービスの利用に必要なユーザの
端末機器の電力消費を定量的に把握する試みとして，由
比藤らは，最新の ICTサービスの統計や ICT機器の出
荷統計などを調査し，日本の ICTサービス全体の電力
消費量を推計した（3）．この方法を基に，総務省「地球温
暖化問題への対応に向けた ICT政策に関する研究会｣ 報
告書（4）において，2012年までの日本の ICT分野におけ
る CO2排出量について推計が行われている．更に，総
務省「グローバル時代における ICT政策に関するタスク
フォース『地球的課題検討部会』」（5）の環境問題対応ワー
キンググループでは，前述の 2012年における ICT分野
の気候変動に与える影響の分析を延伸し，2020年におけ
る ICT分野全体の CO2排出量の推計が実施されている．
推計方法については，前述の文献（4）に詳しく記載されて

いるので参考にされたい．
2.2　推計結果

総務省「グローバル時代における ICT政策に関するタ
スクフォース『地球的課題検討部会』」による 2020年度へ
延伸した試算結果（合計値は放送分野を含む）を図 2に示
す．図 2における「対策」とは，研究開発による技術革新，
ICT機器やデータセンタの省エネルギー化などである（6）．
図 2は，次のようなことを表している．ICTサービスの
普及に伴い，ICT機器類の稼働数や設備等の増加により，
ICT分野（放送分野を含む）の電力消費量は増加し， 2020

年度では成り行きで 5,150万 t-CO2（1990年度の温室効果
ガス国内総排出量の 4.1％）となる．これに対し，省エネル
ギー対策を実施した場合は，2020年度で 723億 kW・hと
なり，CO2排出量では，2,966万 t-CO2となる．したがっ
て，この対策実施により，ICT機器類の電力消費量につ
いては，533億 kW・hの削減効果が生じることになる．
この削減効果が Green of ICTとしての効果となる．
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図 2　ICT 分野（放送分野を含む）の電力消費量予測
出典： 総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース

『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1

図 3　2020 年度の ICT 分野（放送分野を含む）の電力消費量予測の内訳
出典：総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1
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これらの電力消費量の内訳として，2020年度の非対
策ケースと対策実施ケースを図 3に示す．対策実施ケー
スでは，非対策ケースと比較すると，サーバ・ストレー
ジのクラウドによる仮想化（77.6億 kW・h削減），光通信
技術などによるルータ・LANスイッチの省エネルギー
（162.5億 kW・h削減），データセンタ空調の効率化（146

億 kW・h削減）などにより，合計 533億 kW・h/年の電力
消費量の削減効果が得られ，これらの研究開発による技
術革新や普及が期待される． 

日本の ICTサービス利活用によるCO2排出削減効果の推計3

3.1　推計方法

ICTサービス利活用による CO2排出削減効果を評価
するためには，対象となる利活用シーンを設定し，従来
手段（評価対象とする ICTサービスの導入前の手段）の
場合の CO2排出量と ICTを利用した場合の CO2排出量
を比較し，その差分を効果とする．利活用シーンとして
は，「個人向け電子商取引」，「法人向け電子商取引」，「物
質の電子情報化」，「人の移動」，「高度道路交通システム
（ITS）」，「電子政府・電子自治体」，「エネルギー利活用」
の大きく七つに分けられる．この手法は，産業連関表や
統計情報などのデータにより，日本全体のエネルギー消
費量の削減量を試算する方法で，2002年中村らにより発
表された考え方（7）に基づいており，次のような要素を含

めて，その後精査されたものである（4），（8）．
・利活用シーンを分類・整理し，重複を回避．
・ICTサービスの普及度をもとに経年評価を実施．
・ ICTサービスの利活用シーンとして，電子申請（税申
告），電子申請（オンラインレセプト），BEMS（Building 

Energy Management System）・HEMS（Home Energy 

Management System）を追加．
・ ICTサービスのトレンドを考慮した最新の統計情報
や公開情報への変更．

・ 京都議定書目標達成計画に対策が記載されている利
活用シーンについては目標達成計画の値を採用．具
体的には，テレワーク，ITS，BEMS・HEMS．

3.2　推計結果

前述の推計方法により，2020年度までの ICTサービス
利活用によるCO2排出削減効果を推計した結果を表 1に示
す．ICTサービスの普及に伴い，2020年度（非対策ケース）
には，9,500万 tの CO2排出の削減効果が得られることが
分かる．更に，2020年度（対策実施ケース）では，スマート
グリッドの導入や建造物のエネルギー管理の徹底，各分野
のペーパレス化の推進など，ICTサービスの利活用を普及拡
大するという対策を講じることで，最大で 1.5億 tまでの削
減効果を期待できるという結果になっている．特に，大きな
効果を期待できる利活用シーンは，サプライチェーンマネジ
メント，BEMS・HEMS，スマートグリッドである．これらの
ICTサービス利活用によるCO2排出削減効果（9,500万 t及

数値は 2020 年度の単年度効果．効果は 2000 年度比（計算には，2000 年の産業連関表を活用）．割合は，1990 年における国内
の CO2 総排出量 12.6 億 -CO2 トンに対する割合．

表 1　2020 年度の ICT 利活用による CO2 排出削減効果
出典：総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1



解説論文：ICTの環境影響評価手法 113

Topics of Emerging TechnologiesEmerging Technology Papers

小
特
集
グ
リ
ー
ン
化
と
Ｉ
Ｔ
の
関
係
を
考
え
る

び 1.5億 t）が，Green by ICTとしての効果となる．
図 4に，放送分野も含めた ICT分野全体の CO2排出

量及び CO2排出削減効果を示す．排出量の割合は，京都
議定書の基準年である 1990年度の日本の温室効果ガス
総排出量に対するものである．上段（水色の棒グラフ）
では，ICT分野全体の CO2排出量，つまり ICT機器など
の使用による CO2排出量を示し，下段（橙色の棒グラフ）
は，ICTの利活用による CO2排出削減効果を示す．同年
度で両者を比較すると，ICT利活用による CO2削減効果
（下段）のほうが ICT分野全体の CO2排出量（上段）を大
きく上回っていることが分かる．
年度ごとの経緯については，次のようになる．2012年

から 2020年にかけて，ICT機器などの使用による CO2

排出量は，新たな対策を講じない成り行きでは，5,100

万 t-CO2となるが，対策を施すことで 3,000万 t-CO2に
抑えることができる．この差 2,100万 t-CO2の削減効果
が Green of ICTである．一方，Green by ICTについては，
2020年度の成り行きで CO2排出削減効果 9,500万 t-CO2

が見込まれ，更に新たな対策として，現在の ICT利活用
分野を拡大するとともに，可能な範囲で利用促進を加速
化することで，1億 5,500万 t-CO2まで削減効果を増加
できる．CO2排出量と CO2排出削減効果を差し引いた
ICTによる CO2排出削減量は，1億 2,500万 t-CO2とな
り，これは 1990年度の国内の CO2総排出量に対する約
1割に当たる．このように，将来へ向けた ICT分野にお
ける環境負荷の低減のためには，ICT機器類の電力消費

による CO2排出量を抑える Green of ICTと，ICTサービ
ス利活用により CO2排出量を削減する Green by ICTの 2

側面の両輪による対策が重要である．
なお，Green by ICTの効果には，公共交通機関，オフィ

ススペース，倉庫の削減など，その効果が即時的には現
れない「削減ポテンシャル」も含まれている（詳細は，後
述の 4.6を参照）．

ICT サービスの環境影響評価4

4.1　評価のガイドライン

ここまで，統計資料等を用いたマクロ的な推計方法を
紹介した．次に，個々の ICTサービスに着目した場合の
環境影響の評価法（ミクロ的な評価）を解説する．

2006年 3月に日本環境効率フォーラムより「情報通
信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライン」が発表され
た（9），（10）．これは，ICTサービス導入企業や業界団体に
向けた，ICTサービスを利活用した環境負荷低減のため
の取組みを評価する際のガイドラインであり，ICTサー
ビス導入による環境負荷や環境効率を評価するための国
内で初めての統一基準である．本章では，このガイドラ
インに基づき，評価手法を説明する．
4.2　環境影響評価の枠組み

製品やサービスの環境影響を評価する手法としては，ラ
イフサイクルアセスメント（LCA: Life Cycle Assessment）が
広く知られており，ICTサービスの環境影響評価において
も，LCAに基づくことが望ましい．LCAとは，製品やサー
ビスについての原材料の採取から製造，使用，廃棄に至る
までの各ライフサイクルステージに関して環境に与える影響
を定量的に評価する手法である．図 5に，ICTサービスに
おいて評価すべきライフサイクルステージ例を示す．典型的
な ICTサービスのライフサイクルステージは，①調達，②
設計・開発・製造，③出荷，④流通，⑤設置，⑥立上げ

差し引きでの，トータルの
ICTによるCO2排出減量
12,400万t-CO2（10％）

注） 特段の対策なし： ICT 機器の CO2 排出削減（of ICT）に新たな対策を講じない場合．
                                        現在の ICT 利活用（by ICT）を継続して推進する場合．
       対策実施： ICT 機器の CO2 排出削減（of ICT）に有効と考えられる新たな対策を講じる場合．
　　　　　　  現在の ICT 利活用分野を拡大するとともに，可能な範囲で利用促進を加速化する場合．

図 4　 2020 年度の ICT 分野全体（放送分野を含む）の CO2
排出量と削減効果

出典： 総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォー
ス『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22年 5月 11日）資料 1

①調達 ④流通 ⑤設置 ⑥立上げ作業

⑦運用

②設計・開発・製造 ③出荷

⑧回収⑨廃棄・リサイクル

図 5　ICT サービスのライフサイクルステージ例
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作業，⑦運用，⑧回収，⑨廃棄・リサイクルからなる．
各ライフサイクルステージにおいて，評価する対象と

なる活動，つまり ICTサービスの利活用によって影響が
ある活動の項目は，八つに分類される（表 2）．

①は，製品，部品，材料やエネルギーの投入，排出，
廃棄物の排出を伴う活動のうち，②～⑧以外である．例
えば，ICTサービスの各ステージにおいては，オフィス
などでの書類印刷のための情報紙の使用や，CD・DVD

（Digital Versatile Disc）などの情報記録媒体の使用，ガス
などの燃料や電気の使用などの環境負荷である．②は，
評価対象の ICTサービスを実現するシステムを構成する
機器類の活動を評価する．③は，ネットワークインフラ
を構成する設備を利用する活動であり，詳細は 4.3で述
べる．④は，ソフトウェアを設計・開発・利用する一連
の活動であり，それぞれのライフサイクルステージで評
価を行う．詳細は，4.4で述べる．⑤と⑥は，それぞれ物

や人を輸送する活動であり，輸送に伴うガソリンや軽油
などの消費や，パレットや副資材などの使用も考慮する．
⑦は，製品や部品，材料などを倉庫などで保管する活動
であり，倉庫で使用する空調や証明などのエネルギーも
考慮する．⑧は，人がオフィスなどで業務を行う活動で
あり，そのために必要な材料やエネルギーを評価する．
4.3　ネットワークインフラの環境影響評価

前述の評価対象とする活動項目の一つである，ネット
ワークインフラの環境負荷を評価するためには，次の考
え方を適用する．
（1）評価する単位

ICTにおける通信方式は現在，回線交換方式とパケッ
ト通信方式の二つがある（図 6）．この方式の違いにより，
環境負荷評価の単位が異なる．回線交換方式では，通話
している時間は利用する通信回線を占有しているため，
時間単位で評価を行う．一方，パケット通信方式では，
特定の利用者が通信回線を占有するわけではなく，情報
を細かく分けて伝送するため，様々な場所へ移動する複
数の情報が同一の通信回線を利用する．そのため，情報
量単位での評価を行う．

（2）評価する期間
ネットワークインフラは，多数の通信設備から構成さ

れているが，各設備の寿命はそれぞれ異なるため，一つ
のシステムとしてライフサイクルの環境負荷を評価する
ことが困難である．そのため，ネットワークインフラを
評価するためには，各設備の各ライフサイクルにおける
環境負荷をそれぞれの耐用年数で除し，1年当りの各設備
の環境負荷を求める．これらを合計し，評価対象とする
ネットワークインフラの 1年当りの環境負荷を算出する．
（3）配分の考え方

ICTサービスの環境影響を評価するためには，図 7に
示すように，その ICTサービスを機能させるアプリケー

（b）パケット通信方式

交換機 交換機

（a）回線交換方式

図 6　ICT サービスにおける通信方式

＊ 1　 ネットワークインフラとは，電話サービス，インターネット接
続サービス（ISP サービス），データセンタによるストレージ提供
サービスなど，評価対象の ICT が利用する ICT 関連サービスを提
供する設備を指す

＊ 2　 ソフトウェアとは，個別ソフトウェア，業務パッケージ，ミドル
ウェア，オペレーティングシステム（OS）などを指す

表 2　ICT サービスのライフサイクルステージにおいて
評価対象とする項目

活　動 概　要

①  材料・エネルギー
　消費

製品，部品，材料やエネルギー投入，排出，
廃棄物の排出を伴う活動のうち，②～⑧に該
当するもの以外の活動
（ 例： 情報紙・ 情報媒体・ プリンタカート
リッジの使用，水・圧縮空気の使用）

② ICT 機器利用 パソコン，プリンタなどの ICT 機器を利用す
る活動
（ 例：運用のライフサイクルステージでは，
ICT 機器による電気の使用など）

③ネットワーク
　インフラ利用

ネットワークインフラ＊1 を構成する設備を利
用する活動

④ソフトウェア利用 ソフトウェア＊2 を設計・開発・利用する一
連の活動

⑤物移動 製品や部品，材料などを輸送する活動
（ 例：輸送に伴うガソリン・軽油の消費，パ
レットや副資材の使用）

⑥人移動 顧客や従業員などが，各種交通機関を利用し
て移動する活動
（ 例：自家用車によるガソリンの消費，電車
による電気の消費，バスによる軽油の消費）

⑦物保管 製品や部品，材料などを倉庫などで保管する
活動
（ 例：倉庫の空調，照明で使用されるエネル
ギー）

⑧人執務 顧客や従業員などが，オフィスを利用して業
務を行う活動
（ 例：オフィスの空調，照明で使用されるエ
ネルギー）
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ション（AP）に対する下層のネットワークインフラの環
境負荷を評価する必要がある．このとき，全ての APに
対するものから，当該 APに対するものを配分しなけれ
ばいけないが，ネットワークインフラの上層にある全て
の AP数や規模を把握することは困難である．そのため，
前述の評価単位である通信時間または情報量当りのネッ
トワークインフラの環境負荷を算出し，ICTサービスで
利用する APの通信時間または情報量を乗じることによ
り，評価対象の ICTサービス分のネットワークインフ
ラの環境負荷を算出する．このような配分の考え方によ
り，ネットワークインフラの環境負荷の把握においては，
利用する ICTサービスを機能させる APに相当する部分
（図 7のネットワークインフラ層の太枠で囲まれた部分）
を切り出し評価する．
次に，通信時間または情報量当りのネットワークイン

フラの環境負荷を求めるためには，ネットワークイン
フラを構成する設備について，次に示すような分類ごと
（図 8）に評価を実施する．
① 　加入者設備：評価対象の ICTサービスの利用状況
に応じて，通信時間または情報量で配分する．

② 　アクセス設備： 固定電話サービスや IP（Internet 

Protocol）系サービスに代表される有線系アクセス設
備では，ユーザは利用状況によらず設備を常に占有
しているため，例えば，アクセス設備の環境負荷を
ユーザ数で除してユーザ当りとし，評価対象の ICT

サービスの利用状況にかかわらない一定の環境負荷
として評価する．更に，複数の目的で同じ設備を利用
している場合は，状況に応じて配分する．また，携帯
電話サービスや無線系アクセス設備には，ユーザを
位置登録する機能と，情報を電波に乗せて通信する
機能がある．位置登録機能ではチャネルを占有して
いるため，有線系アクセス設備と同様，評価対象の
ICTサービスの利用状況にかかわらない一定の環境
負荷として評価する．情報を電波に乗せて通信する
機能は，通信している利用者でチャネルを共有する
ため，通信時間または情報量で配分して評価する．

③ 　中継設備：利用しているときのみ設備を占有する
ため，通信時間または情報量で配分して評価する．

4.4　ソフトウェアの環境影響評価

ソフトウェアの環境負荷は，設計・開発・製造などに
必要なエネルギー・消耗品などから求める．
（1）ソフトウェアの分類と環境負荷の配分
ソフトウェアの分類と環境負荷の配分については，次

のように考える．ユーザ・カスタマイズされる個別ソフ
トウェアは，その顧客専用のため，全環境負荷をそのま
ま評価する．一方，複数の顧客で複数本使用されるソフ
トウェアインフラでは，開発・製造時の環境負荷は出荷
数などで配分する．この考え方においては，一般的に個
別ソフトウェアの環境負荷量が大きくなる可能性が高い
ため，ICTサービスを機能させるための個別ソフトウェ
アには特に留意し，環境負荷を評価する必要がある．
（2）ソフトウェアの環境負荷の評価方法
評価する個々のソフトウェアの設計・開発・製造など

で使用する PCやサーバの消費電力などを調査し，実態に
即した環境負荷を評価（積上げ法）し，それらを合計して
ICTサービスを機能させるシステム全体の環境負荷を評
価することが望ましいとされている．しかし，ソフトウェ
アインフラなど，調査が困難な場合も多いため，金額から
算出する方法も一つの手法となる．
4.5　比較評価の枠組み

複数の ICTサービス同士の比較や，ICTサービスと従
来手段の比較をする場合には，比較するシステム間の同
等性を確保する必要がある．そのためには，以下の事項
が原則となる．
①　機能単位を合わせること
②　システム境界を明示すること

ネットワークインフラ（ICT機器・設備 など）

情報流通プラットフォーム

AP
（アプリケー
ション）

AP AP AP AP

情報流通プラットホーム

AP
AP AP AP AP・・・・・

 
ネットワークインフラ（ICT 機器・設備など）

（アプリケー
    ション）

図 7　ICT サービスにおける階層構造と評価の配分

中継設備

電柱 管路

ケーブル

終端装置

端末機器 局内
モデム

ルータ

電電電電 管管路路

モデム

保安器

ル タ

加入者設備 アクセス設備

ケ

図 8　ネットワークインフラを構成する設備例
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③ 　比較評価の透明性や客観性を確保するために，①，
②について詳細な記述が望ましい．

ここで，機能単位とは，評価するときの基準で，評価
対象となる ICTサービスの性能や機能を一定の数値単位
で定量化したものである．例えば，eラーニングによる
講習会サービスの機能単位は，「社員 100人が自席の PC

で，1年間に 1人当り 4回（1回当り 2時間）の講習を受
講する」のようになる．また，システム境界とは，評価対
象の ICTサービスと，環境または他のサービスとの境界
のことである．通常，サービスやシステムは，複雑に連
結された単位プロセスの集合からなるため，システム境
界の設定により，評価する範囲を明確にする必要がある．
比較評価では，対象となる ICTサービス（以下「対象

ICT」とする）と，基準となる ICTサービスまたは従来手
段（以下，「基準サービス」とする）を設定し，以下の定
義式に基づいて評価を実施する．
　　［環境負荷増減量］
　　＝［対象 ICTの機能単位当りの環境負荷量］
　　　－［基準サービスの機能単位当りの環境負荷量］
例えば，「対象 ICT」がテレビ会議システムの場合，「基

準サービス」つまり従来手段は，出張会議となる．ここ
で，従来手段とは，ICTを用いない場合の既存の手段や
サービスを意味する．テレビ会議システムの環境負荷量
から出張会議の環境負荷量を差し引いた値がマイナスと
なる場合，その絶対値が，出張会議を基準とした場合の
テレビ会議システムの環境負荷低減効果となる． 

なお，評価の透明性を高めるために，前述の機能単位，シ
ステム境界の他に，次の項目を明示することが必要である．
・ICTサービスの概要
・評価の目的
・評価したライフサイクルステージと活動の関係
・評価方法
・使用原単位
・評価結果
ここで，原単位とは，製品やサービスを 1単位消費し

たときの環境負荷量のことを指し，環境負荷との関係は，
次式で表される．
　　［環境負荷］
　　＝［環境に影響を与える製品・サービスの消費量］
　　　 ×［製品・サービスを 1単位消費したときの
　　　　  環境負荷量（原単位）］

4.6　 ICT の環境負荷増減ポテンシャル

比較評価を実施する場合には，評価した方がより ICT

の潜在能力を知ることができる活動がある．ガイドラ
インには，これを「ICTの環境負荷増減ポテンシャル」
として評価してよいと記載されている．ICTの環境負
荷増減ポテンシャルは，例えば，テレビ会議システム
の導入により，出張での人移動がなくなる場合を想定
し，次のように説明できる．今まで出張での移動手段
が自動車を利用していた場合は，テレビ会議の実施に
より自動車のガソリン消費が減るため，環境負荷を実
質的に削減することができる．しかし，移動手段とし
て，電車やバスなどの公共交通機関を利用していた場
合は，少人数が利用しないことで公共交通機関の運行
頻度が，すぐに削減されるものではない．しかし，将
来的にテレビ会議システムが普及し，ライフスタイル
やビジネススタイルの変革が進展することにより，運
行頻度の見直しなど活動量の実質的な削減が誘発され
ると考えられている． 

このような削減の可能性がある場合の効果について
は，「削減ポテンシャル」や「みなし効果」とも呼ばれ，
今後，ICTサービスを利活用することにより，どれだけ
社会への影響があるかを評価し，定量的に世の中に示す
ことで，環境配慮型の ICT社会へ導くことができると考
えられている．「削減ポテンシャル」は，人移動だけでな
く，物保管や人執務でも算出できる．ICTサービス利活
用により，ペーパレス化や人稼働の効率化が図られた場
合でも，書類の保管倉庫や人員の削減が即時に起こるこ
とはないが，将来的には，業務見直しなどの機会により，
実質的な削減となる効果であることをガイドラインは指
摘している．
なお，このガイドラインに基づいた環境影響評価につ

いては，文献（11）にある詳細な記載も参考にされたい．
4.7　 ICT サービスの環境影響評価事例

ICTサービスの環境影響評価の事例として，澤田らの
研究に，ブロードバンド・ユビキタスサービスである B

フレッツと FOMAの評価がある．ユーザへのアンケー
ト調査と統計資料を用いて，ユーザの平均的なサービス
の利用状況を推定し，サービスを 19種類に分類し，それ
ぞれに従来手段を設定し，LCAに基づいた評価を実施し
た．Bフレッツと FOMAの 1回線当りの環境負荷量を
従来手段と比較し，ブロードバンド・ユビキタスサービ
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スによる環境負荷低減の効果を定量化した．なお，ICT

の進展により，ライフスタイルや産業構造が変化し，新
たなサービスの出現も相次いでいる．これらの変化は，
環境影響評価においては，適時，ユーザへのアンケート
調査などにより，インターネットの利用時間や ICTサー
ビスの増加などとして反映することができる．詳細は，
文献（12）～（14）を参考にされたい． 

国際標準化活動5

前述のガイドラインにより，評価手法の国内での統一
基準は規定されているが，国際標準の評価手法は定めら
れていない．国際的に通用する手法を確立する上では，
次のような課題がある．
・公平性・妥当性・透明性を確保すること
・ 国・地域での違いを考慮し，他国・地域間での比
較に利用可能であること

・ICT以外の他分野からの納得性が得られること
このような背景の下，ITU-T（International Telecommuni-

cation Union-Telecommunication Standardization Sector）で
は，2008年 7月にジュネーブで開催された電気通信標準
化諮問委員会（TSAG: Telecommunication Standardization 

Advisory Group）にて，「ICTと気候変動に関するフォーカ
スグループ（FG）」が創設された（15）．ここでは，ICTサー
ビスの利活用による環境負荷低減効果を客観的に評価す
る手法等の国際標準化を目指し議論がなされた．2009年
3月には，成果文書が取りまとめられ，前述のガイドラ
インの内容についてMethodology（ICT機器及び ICT利活
用による他分野の消費エネルギー削減量の評価手法）と
して掲載された．2009年 4月には，FG終了後の体制と
して，Study Group 5（SG 5）が「環境と気候変動」に改組さ

れ，図 9のように，「ICTと気候変動」作業部会（WP 3/5：
Working Party3）が設立された．SG 5では，活発な議論が
なされ，日本がリーダシップを発揮し，国際標準化を進め
ている．この中で，課題 18/5において，ICT環境影響評
価手法の勧告化に，前述のガイドラインの内容の盛り込み
を目指し，積極的に取り組んでいる（16）．主な参加国は，日
本，フランス，韓国，イギリスなどであり，ICT製品・ネッ
トワーク・サービスレベルにおける環境影響評価手法な
どについて 2011年度をめどに勧告化する予定である．

むすび―今後の展開―6

今後も，ますます多様な ICTサービスが発展，普及す
る中で，ライフスタイルやビジネススタイル，産業構造
が変化していくことが予測される．このような変化は，
ICT機器類や設備の電力消費の増加も意味するが，それ
に対し，Green of ICTと，Green by ICTの二つの側面から
の環境負荷低減への取組みが重要となる．
国際標準化活動において評価手法を確立していくと

ともに，実際の Green by ICTの効果を定量的に示して
いく営みも欠かせない．このような中で，商品やサービ
スのライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に
算出し，CO2に排出量に換算した数値をその商品やサー
ビスに簡易な方法で分かりやすく表示する仕組みとし
て，カーボンフットプリント制度が国内外で着目されて
いる（17）．日本では，この試行事業（18）が，経済産業省を
中心に展開されている．これまでの主な対象は，食料品
や日用品などであり，そのライフサイクル全体での CO2

排出量を評価し，包装紙などに直接表示することで，消
費者に CO2排出量の少ない商品の購買を促すことをね
らいとしている．CO2排出量の少ない商品を消費者が
購入するようになれば，生産者も CO2排出量の少ない
製品・サービスの販売に努めることになり，社会全体
の CO2排出量が削減されることが期待されている．カー
ボンフットプリント制度は，生産者と消費者が相互に
CO2排出削減に向かうことを期待できる仕組みともいえ
る．この相互の努力の仕組みをうまく循環させるために
は，それぞれの製品・サービスに対して，消費者が信頼
でき，理解しやすい CO2排出量の算定方法・ルール作
りが必要となる．
今後，評価手法を活用し環境影響の定量的な把握を進

WP1/5 「過電圧保護と安全」

SG5「環境と気候変動」

WP3/5 「ICTと気候変動」
課題 17/5 ‒「ICTと気候変動」の標準化に関するコーディネイトと計画

課題 18/5 ‒ICT環境影響評価手法

課題 19/5 ‒給電システム

課題 20/5 ‒ICTのライフサイクル全体にわたるエネルギー効率に関するデータ収集

課題 21/5 ‒ICT機器や設備の環境保護とリサイクル

WP2/5 「エミッション，イミュニティと人体暴露」

図 9　ITU-T WP3/5 の課題構成
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めることで，より多くの ICTサービスに付加価値を与
え，社会における環境負荷低減の取組みを推進すること
を期待したい．
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小特集：グリーン化とITの関係を考える解説論文

まえがき1

CO2削減などの環境意識の高まりに伴い，建物のグ
リーン化に向けた議論や実践は，世界中で広く行われる
ようになってきたと肌身で感じる．ICT（Information and 

Communication Technology）技術を活用することで，建物
の照明や空調など，多くの機器を適切にコントロールし，
消費電力の削減を実現することは確かにできる．しかし，
ここに伴う多くの苦難を正しく認識し，それらの課題を
解決していかなければ，実際に普及させることはできな
いと，我々は考えている．
我々も，東大グリーン ICTプロジェクトの中で，建物

のグリーン化を促進するための研究活動を行ってきた．
ICTを活用した消費電力削減には，少なくとも二つの

パターンがあり，一つが直接的な制御，もう一つが （見
える化を通じた）人的な構成変更である．ここで，直接
的な制御とは，例えば
（1 ）人の有無（場合によっては部屋にいる人数）を把握
し，快適性を保ちながら，空調の設定温度やオンオ
フを適切に制御する．

（2 ）人の有無に応じて照明を自動的にオンオフするこ
とで，消し忘れによる無駄をなくす．

（3 ）電力消費量を絶えずモニタリングし，消費量が増
える夏の昼間などに，ビル全体を極端な省エネル
ギーモードで稼働させ（例えば，廊下などの照明を

強制的にオフにしたり，重要な部屋以外の冷房設定
温度を強制的に高く設定したりして）ピーク電力の
削減を実現する．

などがあり，人的な構成変更とは，例えば
（4 ）部屋の作りやパソコンの配置などから生じる非効
率な運用構成を発見し，それらの配置等を見直す．

などがある．
すべての機器をネットワーク化し，遠隔監視できるよ

うにすることで，いろいろな可能性が出てくるスマート
ビルであるが，次のような観点から限界を感じる人も少
なくないのではないだろうか．
・ システムの生産性の課題：センサ機器や制御機器を
建物に導入し，システムとして組み上げるまでに，
多くの労力がかかる．

・ システムの維持・更新の課題：建物は数十年にわ
たって運用されるものである．その間には，フロア
構成や部屋の中の機器配置（すなわち，パーソナル
コンピュータ，ディスプレイなど）は，変更される
こともあるだろう．変更に応じて，見せ方や制御パ
ターンを変える必要があるが，そのためのシステム
側の変更は簡単でない場合が多い．また，機器は長
年の間に故障し，取換えが必要になることもある．
部品の生産を 10年にわたって続けるのは，ベンダ
側にも負担になるし，ユーザ側にも，それなりの（生
産中止という）覚悟若しくは対策が求められる．

建物に設備管理システムを導入し，スマートビルにす
ることで，グリーン化は確かに達成できる．しかし，導

落合秀也 Hideya Ochiai†　　江崎　浩 Hiroshi Esaki†　

グリーンビルディングと設備情報アクセスプロトコル：
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入もさることながら，維持管理が大変であれば，数十年
にわたる運用は，苦行となってしまう．これを楽にして
あげることは極めて重要である．
我々は，このような課題に立ち向かうため，設備情報

アクセスプロトコルの構想を打ち出し，プロトコルの設
計及び標準化を進めている＊1 ．設備情報アクセスプロト
コルの英語表記は，Facility Information Access Protocolで，
略称を FIAPとしている．

FIAPは，設備管理システムの基本部品なるゲート
ウェイ（GW：Gateway），ストレージ（Storage），ユーザ
インタフェース（UI-terminal，UIターミナル）などを，
統一的なプロトコルスタック上に実装し，相互に接続性
を持たせることを可能にしている．またデータモデルを
工夫したことで，FIAPをベースにしたこのような機器
は，広く再利用可能な部品となるように作られ，システ
ムの生産性向上に大きく寄与する．更には，FIAPが標準
化されることによって，互換品の製造が行われるため，
持続的なシステムの維持管理が実現されやすくなる．

2011年 1月現在，FIAPは，東京大学，東大グリーン
ICTプロジェクト関連企業や組織を中心に，中国（2010

年 3月から），インド（2010年 9月から）でも試験的な運
用を始めており，その利便性を実証しつつある．

設備管理システム2

図 1に，古典的なビルディングオートメーションシス
テム（BAシステム）と，それに比較して新しく登場して
きた設備管理システムを示す．ここで，設備管理システ
ムの構成図は，IEEE1888-2011として承認された FIAP

のユースケースとなっている．これらのシステムは，互
いに独立したものではなく，BAシステムは，設備管理
システムの一部（ゲートウェイ配下）として位置付けら
れる．あるいは，設備管理システムは，BAシステムの
延長であると考えてもよい．これらの技術が投入された
建物が，広く，スマートビルと呼ばれることがある．

図 1（a）に示す古典的な BAシステムは，物理的に近い
関係にあるセンサとアクチュエータ＊2を連携させること
による制御に主眼が置かれていた．すなわち「人感セン
サが人を検知してから決められた時間のみ照明をオンに
する」や，「スイッチ Aが押されている間，ブラインドを
下げ続ける」などの制御を自動化していた．自律的な制御
が行われれば十分であるため，後の設備管理システムで
重要になる「何時何分にどのような制御が行われた」や「何
時何分に人が検出された」のような情報は，関心事には
なっていなかった．ただ，このような制御をうまくプロ
グラムすることで，自律的に電力消費に無駄が出ないよ
うにすることは可能であり，グリーン化のために重要な

＊ 1　 設備情報アクセスプロトコルは，IEEE 1888-2011 として 2011 年 2
月 2 日に承認された．75% 以上の投票が必要な中，80% の投票率
を達成し，賛成率は 100%であった．設備情報アクセスプロトコル
は日本でのコードネームで，IEEE1888 での正式名称はUbiquitous 
Green Community Control Network Protocol（UGCCNet）となっ
ている．

＊ 2　 BAシステムにおいては，入力装置を一般にセンサと呼び，出力装
置をアクチュエータと呼ぶ．照明のような動力を持たない出力装置
もアクチュエータに分類される．

人感センサ 照明

人感センサ制御 ENABLE/DISABLE 設定
照明の強制オンオフ制御

（a）古典的なビルディングオートメーション（BA）システム

（b） 設備管理システム

空調系

人感
センサ

照明制御系

運用チーム

GWGWGW

TCP/IP ネットワーク

StorageStorage

照明

配電盤
（電力メータ）

UI-terminal UI-terminal UI-terminal

図 1　 BA システムによるローカルな自律制御と広域な設備管
理の形態

　　　 （a）の BA システムは，機器の自律的な制御に主眼が
あり，観測履歴や制御履歴は重要ではなかった．

　　　 （b）の設備管理システムは，そのような履歴を蓄積し
ておくことで，設備運用形態の分析を可能にする．
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技術であるのは確かである．これらの技術を支える代表
的なものとしては，Lonworks（1）や BACnet（2）がある．
一方，設備管理システムは，長時間にわたり，より広

い範囲の管理を一括して行うものである．センサの観測
履歴，機器の制御履歴，などを保存しておき，月ごとに
「部屋の利用率，機器の稼働率，消費電力量など」を導き
出したり，各瞬間の制御がどれだけ効率良く行われたか
の分析（あるいは反省）を行ったりする．このようなこ
とを行うために，図 1（b）のように，ローカルの BAシ
ステムを，ゲートウェイを通じて TCP/IP（Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol）ネットワークに接続し，
回収した履歴データをストレージに保存するという作業
が必要になってくる．BACnet Web Service（2），oBIX（3），
i.Lon Smart Server（4）が代表的なゲートウェイとして知ら
れており，Exaquantum（横河電機）や，ESP Dragon（CiMX

社）などの BEMS［1］パッケージ製品は，このようなスト
レージを内部に持っている．
設備管理システムには，電力消費量のトレンドや，

非効率性を数値によって指摘するようなユーザインタ
フェースが備えられている．建物の効率的な運用を任せ
られた人々は，このインタフェースを通じて，問題点を
発見し，あらゆる手段を通じて工夫を凝らすことにな
る．例えば，著者（江崎）研究室の学生部屋は，昼夜を問
わず，1.6 kW（電子レンジ 1.5台分）のコンセント電力を
消費していることが判明した．これは，各学生が個人 PC

（Personal Computer）をサーバとして動かしていることに
よるもので，以前は気付かず問題とすら考えていなかっ

た．しかし，設備管理システムによる見える化により，こ
の状況の改善は必要であると判断された．改善の具体策と
しては，各個人 PCを仮想化（クラウド化）することで決
定し，2011年 4月から実行されることになった．これに
より，1 kWの削減が見込めるようになる．1 kW・h=20円
と仮定すると，コンセント電力だけで年間 17.5万円程度
の削減が見込まれると，予測できたのである＊ 3．

設備情報アクセスプロトコルの構想3

一般的な，設備管理システムは，ウェブサービス技術，
データベース技術などを，現場に合った形で統合するこ
とで実装されてきた．もちろん BEMSパッケージ製品も
あるが，多くの場合，実装は，一大開発プロジェクトに
なる性格を持っており，生産性や維持管理に関して大き
な課題を残すものであった．
我々は，生産性の向上と維持管理の簡易性を追求して，

FIAPの構想を描いた．ここで重視したのは，一度実装し
たシステム部品の再利用性である．従来の方式では，現
場に沿った形でシステム部品を構築していたため，その
部品の再利用性が必ずしもあるわけではなかった．FIAP

は，再利用可能な部品として実装することを可能とし，
生産性を大きく向上させることをねらいとしている．

FIAPによる設備管理システムの製造過程は，2段階の

(小形化）

建物 α 建物 β 建物 γ 建物 δ

FIAP
仕様書

GW

Storage

APP
(UI-terminal)

FIAP Stack

FIAP Stack

FIAP Stack

APP

FIAP Stack

APP

FIAP Stack

Storage
FIAP Stack

GW
FIAP Stack

GW
FIAP Stack

参照
（エンタプライズ専門）

建物のオーナ FIAP
認定技術者

FIAP
認定技術者

「一段目の設計・実装」

「二段目の設計・実装」

FIAP部品

FIAP 部品製造

FIAP 部品統合

（Storage に特化）

（一般カスタマ向け）
ベンダ C

ベンダ B

ベンダ A

FIAP 部品市場

FIAP システムアーキテクチャ

(UI-terminal) (UI-terminal)

図 2　設備情報アクセスプロトコルによる設備管理システムの生産方式
2段階のシステム設計・実装から構成される．　一段目はベンダによる FIAP 部品の製造，二段目は FIAP 教育プログ
ラムを受けた者による設備管理システムの実現．

＊ 3　 これは空調に掛かる電力を含んでいない．実際には，各個人 PCは，
部屋の大きな熱源となっていたことを考えると，このクラウド化に
よって空調に掛かる負荷も軽減される．したがって，省エネルギー
効果は，この数値よりも大きい．
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「システム設計・実装」から構成される．一段目は FIAP

部品の製造，2段目は現場に応じて行う部品の統合であ
る（図 2）．
3.1　一段目の設計・実装

「一段目の設計・実装」とは，FIAP部品の製造過程の
ことである．具体的には，FIAPプロトコルスタックの
上に，どのような機能を持たせるかを特定し，その機能
をどのように実現するかを設計し，実際に製造するとい
うプロセスである．このプロセスには，複数のベンダが
参画できて，それぞれのベンダは，得意とする機能を，
得意とする方式で盛り込んだ FIAP部品を製造すること
ができる．具体的な機能としては，BAシステムと FIAP

をつなぐためのゲートウェイ機能，発生したデータを蓄
積していくためのストレージ機能，ユーザに情報をうま
く見せる機能（UIターミナル），データの加工などを行
う各種演算機能（APP）のようなものがある．

FIAPが出回る初期段階として，Javaや Microsoft .NET 

Frameworkのような高級なプラットホーム上で動くゲート
ウェイや，PostgreSQLデータベースサーバなどを背後に実
装したストレージが FIAP部品として生産されてきている．
将来的には，組込み機器に実装されたゲートウェイや，スト
レージが作られてきても不思議ではない．それぞれの部品
を稼働させるためのプラットホームを問わないのが大きな特
長である．FIAP自身の設計をうまく行うことによって，研
究所や事業所などで，高度な専門知識とともに開発される
FIAP部品は，おのずと汎用的に使えるものになる．
3.2　 二段目の設計・実装

「二段目の設計・実装」は，FIAP部品を実際の建物へ
設備管理システムとして統合するプロセスである．対
象とする建物によって，計測内容も異なれば，計測頻度
や計測量も異なる．その現場のユースケースを満足する
ように，設備ネットワークの構成を設計し，ゲートウェ
イや，ストレージ，そして APP（UIターミナル）などの
FIAP部品を選定する．必要な部品を FIAP部品市場から
購入後，GUI［2］ や CLI［3］ によって相互に連携し合うよう
に設定する．「一段目の設計・実装」により，それぞれの
部品の品質はある一定レベルあると考えられるので，「二
段目の設計・実装」としてなされる設備管理システムは，
その実現性が大きく向上したものになる．
このようなシステム統合は，建物の規模に応じて，異

なる形で実現することができるだろう．「二段目の設計・

実装」のための教育プログラムを用意し，FIAP認定技
術者を養成すれば，大規模設備ネットワークの実現が行
われやすくなる．小規模な設備ネットワーク（すなわち，
家庭の設備ネットワーク）であれば，マニュアルを用意
することで，各自で設定できるように持っていくことも
できるだろう．
3.3　成功事例に学ぶ

実は，この構想によく似た枠組みは，様々なところに
見られる．情報通信分野では，IPルータがその例である．
IPルータ規格として作られた製品を用いれば，CCNA［4］

のような認定技術者が設定を入れることで，現場の要求に
合うネットワークを構築することができる．小規模ネッ
トワーク（すなわち，ホームネットワーク）であれば，5,000

円程度の安価なルータを購入後，マニュアルに従えば，小
規模なネットワークシステムを多くの人が自ら構築でき
るようになる．ルータ自身は，ベンダにより高度な専門的
知識を持った者により製造される．そして，その恩恵を，
広く活用することが可能となっている．

FIAPはこのような構想の下で作られた仕様である．
FIAPの国際標準化とは，これを世界規模で実現させるこ
とを目指すということに他ならない．

設備情報アクセスプロトコルの設計4

FIAP部品は，実装されている機能によってゲート
ウェイ，ストレージ，アプリケーション（UIターミナル）

GW

Storage

APPGW FI
AP

FIAP

GW FI
AP

FIAP

APPFI
AP

FIAP

GW FI
AP

FIAP

Storage

Storage

FIAPFI
APStorage

APP

FIAPFI
APAPP

機能実装 機能実装FIAP 通信

図 3　FIAP プロトコルスタックによる異なる実装の結合．
同一データモデル・同一インタフェースに機能を実装さ
せることで，不特定多数の実装と連携できるようになる．



解説論文：グリーンビルディングと設備情報アクセスプロトコル：その設計と標準化 123

Topics of Emerging TechnologiesEmerging Technology Papers

小
特
集
グ
リ
ー
ン
化
と
Ｉ
Ｔ
の
関
係
を
考
え
る

と大きく分類できるが，プロトコルレベルでは，全て同
一のものとして扱う．したがって，FIAP部品は，同一
のデータモデルを持ち，インタフェースも共通である．
これらは，FIAPプロトコルスタックという形に共通化
され，それぞれの実装を結合することができる（図 3）．
データモデル及びインタフェースの設計においては，

センサアプリケーションを広く想定した上で，汎用性を
持たせるものとした．汎用性を持たせることで，現場に
応じた個別のセンサアプリケーション（すなわち，建物
の電力消費監視，気象情報管理，人の動態管理）の実現
を許す仕組みになっている．システムは汎用的に作ると
動かなくなるといわれるが，FIAPにはこれは当てはま
らない．「二段目の設計・実装」により，個別のアプリ
ケーションに特化したスキーマやデータへの意味付けが
行われるため，FIAP自身には汎用性があっても最終的
には動くのである．
4.1　ポイントによるデータシーケンスの管理

我々は，次のように考え，データに関する抽象化を
行った．センサは，データシーケンスを生成し，アク
チュエータ制御命令も時系列で並べれば，データシー
ケンスとなる．更に調査してみると，全てのエンティ
ティから生成されるデータは，シーケンスとして扱うこ
とが可能であると推定された．時間平均などの，データ
加工エンティティから生成されるデータなども，シー
ケンスとして扱われる．
これらの各データシーケンスを，ポイント（Point）と

呼ぶことにし，それぞれのポイントには識別子を与える
ことにした＊4．個別のアプリケーションレベルでは，ポ
イント間に関連があるべきだが，これは「二段目の設
計・実装」で定義するものとし，「一段目の設計・実装」
レベルでは，保存・転送などの一般的な操作において，
独立したものとして扱うようにした．データを，FIAP

部品のメモリ空間に保管したり，FIAP部品間で交換し
たりする際には，この「ポイントによるデータシーケン
ス」の構造がそのまま利用される．
また，ポイントには，センサやアクチュエータなど

の入出力インタフェースを付けることができるように
した．実は，古典的な BAシステムでは，センサやアク

チュエータなどの計測点や制御点をポイントと呼んでい
た．FIAPは，その概念を拡張し，センサデータをメモリ
上で管理する際や，FIAP部品間で転送する際にもポイン
ト単位で行うようにしたのである．
4.2　 データ交換の手順

FIAPでは，部品間のデータ交換手順として，WRITE， 
FETCH，TRAPという3種類の手順を規定している（図 4）．
ここでは，ゲートウェイ，ストレージ，アプリケーション（UI

ターミナル）の区別はないものとし，クライアント・サーバの
関係として，規定している． 

・ WRITE手順： クライアント側からサーバ側に，
データを能動的に送り付ける方式である．利用例
としては，NAT（Network Address Translation）下に
あるゲートウェイ（クライアントとして動作）か
ら，グローバルインターネット上にあるストレージ
（サーバとして動作）に送り付けるケースがある．
・ FETCH手順：クライアント側からサーバ側に問い
合わせ，サーバ側からデータを抜き出してくる方式
である．問い合わせの際に，読み出すデータ範囲を
指定する．ここで，指定した範囲のデータ量はしば
しば多量になるため，FETCH方式にはデータ量に
関するスケール性が備わるような工夫がしてある．
利用例としては，UIターミナル（クライアントと
して動作）が，ストレージ（サーバとして動作）から

＊ 4　 FIAP では，運用上の工夫で，ポイントにはグローバルユニークな
識別子を与えることができるようにし，広域ネットワークをまたぐ
設備管理（多棟管理を含む）を可能にしている．

Client Server

data

（ a）WRITE 手順

Client Server

query

query

query

（b）FETCH手順

query

data

data

Client Server

（ c）TRAP 手順

図 4　 設備情報アクセスプロトコルの規定する 3種類の
データ交換手順
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データを読み出すケースがある．
・ TRAP手順：クライアント側からサーバ側に事前に
興味対象を登録しておくことで，サーバ側で観測さ
れた変化を，クライアント側に通知する方式である．
FETCH方式が，蓄積されたデータの読出しに用い
られるのに対し，TRAPは，更新データの通知に使
われる．一方的に送り付けるWRITE方式と違い，
TRAPでは，動的に送り先を設定できるようになっ
ている．利用例として，異なる管理ドメインにある
情報の変化を早く吸い上げる，がある．

FIAP部品による設備管理システムの実現5

個別に実装された FIAP部品を組み合わせて，設備管
理システムを作り上げるのが「二段目の設計・実装」で
ある．ここでは具体的に，どのように行うかを解説する．
5.1　アプリケーション

ある部屋を考え，その部屋の照明を人感センサによっ
て制御させる．また，照明のオンオフ状態，その部屋に
どのくらいの時間人がいるか，部屋全体の消費電力量が
どのくらいか，を観測し続け，部屋のオーナ（管理者）に
提示する．部屋のオーナは，照明のオンオフ制御を画面
から行うこともできる．
実際にアプリケーションを実現するには，もっと厳密

なところまで決定しなくてはならない．例えば，「どの
タイミングで照明のオンオフ状態を記録するか」や，「消
費電力量をどのように表現するか（1時間ごとのW・h単
位なのか，積算W・hなのか）」も含めて規定する必要が
ある．しかし，本論文では，アプリケーションの厳密な
規定は記述の範囲外とする．
5.2　システム設計

図 5に，設計されたシステムの一例を示す．人感セン
サと照明の BAシステムを管理するゲートウェイ（c1），
電力消費量を計測するゲートウェイ（c2），それらのデー
タを蓄積するストレージ（c3），履歴の提示や制御を行う
UIターミナル（c4）を用意している．ここで，ポイント
｛p1, …, p5｝を，次のように定めている．

p1：人の有無を true/falseで表す
p2：人の滞在積算時間を秒数（整数）で表す
p3：照明のオン状態積算時間を秒数（整数）で表す
p4：照明のオンオフ強制制御信号を true/falseで表す

p5：電力消費量（積算）をW・h（整数）で表す．
そして，FIAP部品｛c1, …, c4｝間のデータ交換フロー

｛ f1, …, f4｝を，次のように定めている．
f1：p2, p3のWRITE（1分ごと）
f2：p5のWRITE（1分ごと）
f3： p2, p3, p5の FETCH（過去 1日分．オーナの要求し
たタイミングで）

f4：p4のWRITE（オーナの要求したタイミングで）

5.3　システム実装

それぞれの FIAP部品｛c1, …, c4｝に，上記のような規
定に従って設定すれば，部品間の連携が取れ，全体とし
て一つの設備管理システムとして動くようになる．この
際に必要な設定は，CLIや GUIによって行うことができ
る．統合開発環境に比べて比較的簡単な操作で設定を行
うことができるため，多くの人によるシステムの構築が
可能になる．

FIAPの開発と運用状況6

FIAPによる設備管理システムは，2010年 1月から，
東京大学で運用を開始した．その後，総務省による「日
中共同グリーン ICT技術検証事業」の一環として，同
年 3月から北京の精華大学でも運用を開始し，同年 9

月には，JICA/JSTによる「自然災害の減災と復旧のた
めの情報ネットワーク構築に関する研究プロジェクト
（DISANET）」の一環として，インドのハイデラバード気
象局でも，気象センサシステムとしての運用が始まって

人感センサ

管理者
（オーナ）

照明 電力メータ

,WRITE（: 3）21 ppf

,,FETCH（: 5）323 pppf

UI ターミナル（c4）

ストレージ（c3）

ゲートウェイ（c1） ゲートウェイc2

WRITE（: 5）2 pf

W
R
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E（

:
4）

4
p

f

図 5　FIAP 部品の統合による設備管理システムの実現
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いる．東大グリーン ICTプロジェクト参画企業の中でも
利用が進んできている．
6.1　東京大学 工学部 2号館の例

東京大学の工学部 2号館では，合計で 1,714ポイント＊ 5

の計測を行っている．それぞれの内訳は，
・ 分電盤 （908ポイント）
・ コンセント （67ポイント）
・ 空調機器 （639ポイント）
・ 人感センサと照明機器 （40ポイント）
・ 屋内の環境 （36ポイント）
・ 水道・ガスの配給 （17ポイント）
・ 気象 （7ポイント）

となっている．
対象とするポイントによって，データ生成頻度は異な

り，1分ごとに生成されるものもあれば，30分ごとに生
成されるものもある．2010年の総データ数は，4.3億レ
コードになった．
6.2　インドのハイデラバード気象局の例

インドで運用している FIAPは，気象センサシステム
として動いている．構成としては，気象センサ付きゲー
トウェイ（1台），ストレージ（1台）と，UIターミナル（ソ
フトウェア数種類）である．温度・湿度・気圧・降雨強
度・積算雨量・風向・風速の計測を行い，FIAPでスト
レージに保存，UIターミナルに読み出して表示し，現地
での気象関係の運用で活用している．
6.3　 FIAP部品の実装例

我々は，FIAP部品として，これまでに，ストレー
ジ，各種ゲートウェイ（for BACnetWS，oBIX，SNMP，
気象センサ，プロプライエタリ機器），各種 UIター
ミナルの実装を行ってきた．東京大学では，基本的に
は Java+Axis2の環境下で開発し，これを参照コードと
して提供しているが，産業界からは，Microsoft .NET 

Framework上のプロトタイプ機器，Rubyによる製品，
Pythonによるサンプルコード等も出てきている．UIター
ミナルは，PHPで実装したものもあり，ゲートウェイに
ついては，組込み Linuxで動くものも出ている．
特に，インドで使っている FIAP気象センサは，組込

みコンピュータである Armadillo-220（5）のハードウェア

上で動いており，FIAPのプロトコルスタックは，（XML

や SOAPライブラリを使わない）C言語で，264行足ら
ずで実装できている．この事例のように，FIAP部品は，
軽量的に実装できるにもかかわらず，様々なアプリケー
ションで利用可能であるという，特長を持っている．

FIAPの国際標準化へ向けて7

FIAPの標準化は，大学組織が中心になって行ってい
る比較的珍しい事例であると考えられる．標準は，しば
しば産業とからむため，ベンダが中心となって戦略的に
標準を作っていくことが多々ある．例えば，ある会社は，
IETFでの標準化活動に積極的に参画し，様々な標準を
作り，それに対応したルータ機器を生産し，販売してい
る．独自に持っていた技術のインタフェースを標準化す
ることによって，その市場をリードできるため，標準化
のインパクトは大きいというわけだ．
一方，大学組織の場合は，研究が主な業務となり，標

準化に関わることがあまりない．事実，我々が，IEEE 

P1888委員会での標準化をするにあたり，東京大学を，
IEEE標準委員会（IEEE-SA）に加盟させるところから始
めたのであった＊6．
7.1　標準化の本来の意義

そもそも，標準化の意義が大きく認識されたのは，今
から 100年ほど前のアメリカ，ボルチモア市で起きた火
災だったといわれている（6）．1904年 2月に起きたその
火災は，非常に激しく，周辺の市からも応援の消防隊が
駆け付けた．しかし，当時は，消火栓の規格が国内で統
一化されていなかったため，遠くから駆け付けた応援隊
のホースは役に立たず，結果として火災は収まらなかっ
た，とされている．
もし規格が統一されていれば，周辺の市から持ち寄っ

た部品（ホース等）を使って，消防隊が使う“消火システ
ム”をその場で実装することができ，被害も小さくでき
たであろう．部品と部品の結合部分の標準化には，この
ような相互接続性と呼ばれるメリットがあるのである．
実は，標準化には，上記の相互接続性に端を発して，

多くのメリットが生まれてくる．その中でも代表的なの
は，（1）オープン性，（2）大量生産性であり，これらが

＊ 5　 ポイント数はデータシーケンスの数を表している．つまり，あるコ
ンセントで，例えば，電圧（V）・電流（A）・電力（W）の 3種類のデー
タを計測していれば，3ポイントと数え上げる．

＊ 6　 東大グリーン ICT プロジェクトは，米国ASHRAE の BACnet 委
員会にもFIAP関連の技術提案を行っている．
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システムの持続的な生産性や実現性を大きく左右させる
と，我々は考えている．
7.2　オープン性

FIAPが標準化されると，どのベンダであってもゲー
トウェイ，ストレージ，UIターミナルなどの各種機能を，
FIAPプロトコルスタック上に実装して，売り出すこと
ができるようになる．FIAPプロトコルスタック同士は，
相互接続可能なため，ユーザは，どのベンダが生産した
部品であっても，その機能や特性が要求に合っていれば，
利用することができる．これにより，ユーザ側は，ある
特定の部品が生産中止になっても，ある程度の互換品で
まかなえるようになるし，ベンダ側も継続的な生産をし
なくてもすむようになる．
7.3　大量生産性

標準化されることによって，売り出す対象（すなわち，
市場）が統合されるため，大きな市場を見込めるように
なる．販売量が 2桁，3桁増加することになれば，FIAP

部品のベンダも，大量生産のための工夫をする．これに
よって，一般向けの基礎的な FIAP部品は，誰にでも手
の届く価格になる可能性は大いにある．

む　す　び8

建物のグリーン化を推し進めるためには，設備管理シ
ステムやビルディングオートメーションシステムによる
スマートビル化は欠かせない．一方で，システムの生産
性や維持・管理に関する課題があり，これを技術的に解
決することは急務である．
我々は，東大グリーン ICTプロジェクトの中で，FIAP

の構想を打ち出した．そして，再利用可能な部品の生産
を可能にし（一段目の設計・実装），多くの人による建物
への導入（二段目の設計・実装）を可能にする仕組みを，
プロトコル設計の中に盛り込んだ．これらのプロトコル
の特長は，幾つかのプロジェクトで実証されつつある．
なお，同時に FIAPの標準化活動として，IEEE1888

や米国 ASHRAEの BACnet委員会において技術提案を
行っている．
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まえがき1

地球の表面積の 7割を占める海洋は，地球環境に大き
な影響を与えることが分かっており，また資源の宝庫で
もある．世界第 6位の排他的経済水域の面積を誇る我が
国は，安全・安心で快適な暮らしを維持し，また経済の
発展を持続させるために，海洋の三次元的な調査・利用
を積極的に行う必要がある．
独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が行って

いる海洋の調査には大きく分けて，気候変動研究のため
の海洋の物理化学量（温度，塩分，pH，二酸化炭素等）
の調査，地殻変動等の研究のための構造探査（音波，重
力，磁気等），生物多様性や微生物研究のための採取，撮
影，化学成分調査等がある．これらの調査を実現するた
めのプラットホームには，研究調査船，漂流ブイ・繋

けいりゅう

留
ブイ，調査船からワイヤ等でえい航するえい航体などが
あり，所望のセンサを搭載して使用する．以上の手法で
は深海での観測場所が正確に指定できない．
一方，近年の電子技術やメカトロニクスの急速な発展に

より，深海を直接探査できるプラットホームとして有人潜
水船や，調査船とケーブルで結ばれた遠隔制御形無人探査
機（ROV：Remotely Operated Vehicle）が開発され，海中

の特定の場所を詳細に観測し，また作業するためのツール
として使用されている．しかし，潜水船や ROVの航行範
囲が狭いために観測範囲が限定されて，運用コストもかか
るため広域を効率良く探査できないデメリットがある．

1900年代末期からは，広大な海をより効率良く調査す
る目的で，母船の随伴なく深海調査が行える自律形無人探
査機（AUV：Autonomous Underwater Vehicle） の開発が進ん
だ．AUVはコンピュータを搭載したロボットであり，海
中の調査仕様を潜航前に入力し，その仕様に従って無人で
海中の調査を実行する．現在，国内においては幾つかの
AUVが開発・運用されており，環境調査や海底調査に利
用され成果を上げている（1）～（3）．このうち，公募により利
用できる AUVは国内では JAMSTECが運航している「う
らしま」（4）だけである．「うらしま」は 1998年に開発が開
始された大形の AUVで，世界で最も長距離を航行できる．
2005年には燃料電池を搭載した世界初の AUVとして，連
続航行距離 317 kmの世界記録を樹立した．それ以降現在
までは専らソナーによる海底地形のイメージングの成果
を上げている．また，資源探査のための新しいセンサの評
価やそれを利用したデータが得られている．

2007年には第 3期科学技術基本計画に盛り込まれた国
家基幹技術として，宇宙から深海底下まで，我が国の総合
的安全保障に不可欠な観測・探査活動（地球観測・災害監
視，資源探査）の基盤となるシステムを確立するために「海
洋地球観測探査システム」が選ばれた．深海に関わる具体
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日本の深海技術とその応用が注目を集めている．これまでの技術開発は主として科学研究目的で
あったが，近年，日本の排他的経済水域内に有効な海底資源があることが分かってきており，広大

な日本の領域で効率良く資源探査をするための技術開発が必要とされている．独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）
は長年にわたり深海技術を蓄積しており，世界でもトップクラスの自律形無人探査機等を開発してきている．本論文では，
これまでに開発してきた無人探査機とその要素技術について解説し，その資源探査への応用例と今後の展望について述
べる．
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的な技術開発項目の一テーマである「次世代型深海探査技
術の開発」では，「うらしま」の後継機となる 3,000 kmを連
続航走可能な長距離巡航形 AUV（LCAUV：Long-range 

Cruising AUV）（5）を開発するための要素技術開発が開始さ
れた．3,000 kmという距離は，JAMSTECのある横須賀本
部から沖の鳥島程度までの往復が可能な距離であり，航行
する時間はおおむね 600時間（25日間）である．
「うらしま」開発時の技術では 3,000 kmを連続航行す
るための動力源を搭載するため機体サイズが 50 m級と大
形化してしまうと予測された．また，電波が利用できな
い海中では，AUV自身の位置を知るために慣性航法装置
が使用される．しかし，慣性航法装置は位置演算に加速
度の積分値を用いるため，航行距離（時間）が長くなると
誤差も比例して蓄積されてしまい，位置精度が低下する．
位置を絶対的に計測する手法としては音響測位装置（位置
計測誤差はカバーエリアの数％）があるが，カバーエリ
アが数十 kmであり，3,000 kmをカバーするためには設
置する音響灯台の数が多く，非効率となることが問題で
あった．長時間にわたる自律航行では，深海を航行中の
LCAUVがどのような状態であるかモニタするために，低
通信速度で良いが数百～ 1,000 kmの音響通信も必要とな
る．更に，プラットホームだけでなく，長距離を航行し
ながらも精密なデータを取るためのセンサの開発（特にソ
ナー）も必要となる．以上のことから要素技術としては，
（1）高効率燃料電池の開発，（2）高精度慣性航法システム
の開発，（3）水中音響技術，（4）精密観測・探査機器の開
発が注力すべき項目とされた．

AUVを含む無人探査機の需要は石油産業のない日本で
はそれほど大きくなく，専ら科学調査や救難作業に利用され
ていた．しかし，ここ数年では海底鉱物資源に注目が集まり，
調査のための深海探査機開発が進められている．2010年 7

月には，新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～が閣
議決定され，「海洋資源・海洋再生エネルギー等の開発・普
及の推進」の取組みを重点事項と位置付けられたことから，
より精力的に資源探査のためのAUV等無人探査機とセン
サ技術開発のための予算が計画されている．
本稿では，上記のように近年最も注目を集めている

AUV若しくは海中ロボットについて，JAMSTEC におけ
る AUV開発，要素技術を含むシステム紹介，特に通信衛
星を利用した海洋と陸上のネットワーク実験について詳細
を説明し，最後に AUVの今後の応用について紹介する．

AUV「うらしま」の開発2

JAMSTECでは 1980年頃から無人探査機の開発を進
めてきた．1998年には気候変動研究の目的で，北極海氷
下を航走し調査を行う長距離巡航探査機 LCAUV「うら
しま」（図 1）の開発に着手した．「うらしま」は最大潜航
深度 3,500 mで，動力源にリチウムイオン電池（航続距
離 100 km）と燃料電池（航続距離 300 km）の 2種類を選
択することができる世界で初めての長距離 AUVである．
なお，ここでいう深度とは，海面から探査機の位置まで
を計測した垂直距離である（一方，探査機から海底まで
の垂直距離を高度といい，深度と高度を加算すると水深
となる）．「うらしま」は長さ 10 m，重さ 10 t（燃料電池
搭載時）である．図 2は燃料電池搭載時の「うらしま」の
構成を示す．魚雷のような形をしており，外殻全体が流
体抵抗を低減するために FRP（Fiber Reinforced Plastics）
製のフェアリングカバーで覆われている．フェアリン
グカバーはチタン製のフレームに取り付られており，
カバーの内側も海水で満たされる構造である．チタン
フレームには図 2のように多くの耐水圧容器（Pressure 

Vessel）に収納したコンピュータやセンサ，アクチュエー
タが搭載される．耐水圧容器間は水中ケーブルで接続さ
れている．また，図中で空間となっている部分は，浮力
を得るための浮力材（マイクロガラスバルーンをエポキ
シ樹脂で固めたもの）で埋め尽くされている．

 表 1に「うらしま」の主要目を示す．動力源に燃料電
池が選ばれたのは，当時のリチウムイオン技術では同形
の機体で 300 km を超える連続航走が望めなかったこと
と，次期の開発を考慮したためである．例えば 10倍の距
離を航走するためには，リチウムイオン電池では 10倍
の量の電池を搭載する必要がある．一方，燃料電池は化

図 1　 LCAUV「うらしま」 



解説論文：深海自律形無人探査機とその要素技術の最前線―通信衛星による海洋ネットワークの話題等― 129

Topics of Emerging TechnologiesEmerging Technology Papers

積される誤差を軽減する必要があり，ジャイロと加速度
計の誤差を低減することが必要である．ジャイロで利用
しているレーザの質を向上させる等の改善を施し，当時
としては他に類を見ない，純慣性にて毎時 0.2海里とい
う位置計測誤差を達成できた．

AUV制御の要である制御装置ハードウェアには，
CPU（Central Processing Unit）にモトローラの 68系を搭
載したデュアル CPUボードと，数十個の周辺機器との
通信・制御を行う複数のインタフェースボードを搭載
している．OS（Operating System）には VX-WORKSを
用い，各機器を制御するためのミドルウェアと AUV自
身の運動制御をするためのアプリケーションソフトウェ
アを開発した．運動制御には PID（Proportional, Integral, 

Derivative）コントローラを用い，基本的には水平・垂直
ラダー（舵）と主推進スラスタ（主推進機）を制御する．
観測のための制御は，あらかじめ計画した航路と観測作
業をプログラムしたミッションシナリオに基づき実行す
る．ただし，遠隔制御でマニュアルによる指令がきた場
合にはそちらを優先するようになっている．
「うらしま」に搭載されている観測装置は表 1のとお
りである．特に海底調査のためには，サイドスキャンソ
ナーとマルチナロービーム音響測深機が有効であり，観
測成果を上げている．サイドスキャンソナーは横方向に
扇状に音響ビームを振り，受信した反射信号の強弱と時
間によりライン状の像を得るソナーである．これは，一
定速度で AUVが航行することで三次元的なイメージを
得ることができる．数百 mの高度でも観測を可能にする
一方で，80 m程度の高度でも精細な音響画像を得られる
ように，「うらしま」には 120 kHz / 410 kHzの 2周波数
が選択できるサイドスキャンソナーが搭載されている．

学電池ではなく発電機であることから，発電部の大きさ
はそのままで，燃料のみ 10倍の量が必要となる．燃料
の高密度化はいまだ開発途上であり，将来は，より高密
度に燃料を保持できることに期待したわけである．
よく知られているとおり，海中では電波が利用できな

いため，AUVの位置を GPS（Global Positioning System）
で計測することはできない．しかし「うらしま」が自律
して航走し，精密な海底地形を計測するためには，正確
な自己位置を知る必要がある．そのため，慣性航法装置
を中心とした，音響測位とドップラー速度計によるハイ
ブリッド位置計測装置が搭載された．位置計測の時間当
りの誤差は 0.6海里（1海里＝ 1,852 m）であった．慣性
航法装置は，角速度を計測する 3軸ジャイロと，直線可
速度を計測する 3軸加速度計で構成される．位置計測で
は，加速度を 2回積分するため，誤差が経過時間ととも
に蓄積されてしまう．位置精度を向上させるためには蓄
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図２　「うらしま」の構成図（燃料電池搭載時） 

表１　「うらしま」主要目
項　目 仕　様 備　考

大きさ 10.6 m × 1.3 m × 1.5 m 突起部除く

空中重量 10 t
潜航深度 最大 3,500 m
航続距離 300 km 以上

巡航速力 3 knot 最大 4knot

推進器
主推進スラスタ 1基，水平スラス
タ 1基，垂直スラスタ 2基，水平
垂直ラダー

動力源 リチウムイオン電池 / 燃料電池

航海計器 慣性航法装置，ドップラー速度計，
ホーミングソナー

通信装置 音響通信装置，光通信装置，電波
通信装置（浮上時のみ）

観測装置

サイドスキャンソナー，マルチ
ビーム測深機，サブボトムプロ
ファイラ，カメラ，CTDO（電導度，
温度，深度，溶存酸素）
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図 3は 2006年に熊野トラフ泥火山微細地形構造調査を
行った際に取得したサイドスキャンソナー画像のモザイ
ク図である．後にこの泥火山周辺には，高濃度のリチウ
ムがあることが掘削調査でわかっている．
一方，マルチナロービーム音響測深機は海底の地形を

詳細に観測するソナーであり，AUV直下の海底を二次
元の細いビームで観測できる．「うらしま」には 400 kHz

の測深機が搭載されており，最大 200 m の高度から 128

度の範囲で 512本のフォーカスドビームを生成するこ
とで，高精度・高分解能の海底地形データが得られる．
2007年には沖縄トラフ伊平屋北部での深海底調査によ
り，熱水噴出域の詳細な形状と分布のイメージングに成
功している．図 4に得られた画像を示す．この調査結果
によりこの海域に活発な活動をしている熱水鉱床がある
ことが分かり，その後の JAMSTECが所有する地球深部
探査船「ちきゅう」による掘削調査によって，付近の海
域にはレアメタルが含まれる黒鉱鉱床が形成・保存され
ていることが判明している（8）．

 

国家基幹技術による次期LCAUVの要素技術開発3

開発する LCAUVは，図 5（a）に示すような北極海氷
下の環境観測，図 5（b）に示すような広域資源探査等を
行うための探査機と考えてシステム設計を行い，開発を
推進した．表 2には「うらしま」と次期 LCAUVとの性
能比較を示す．次期 LCAUVでは 600時間程度の自律航
行を行うことから，信頼性の向上と，遠隔監視のための長
距離通信の開発も必要であると考えた．また，資源探査の
目的で効率良く地形探査を実施するためには，なるべく測
線間隔を広く取る（図 5（b）では 500 m間隔）必要がある．
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図 3　 熊野トラフ第 5海丘の音響微細画像
（6）．サイドスキャ

ンソナーのイメージに等深線を重ねている．明部は強
い，暗部は弱い音響反射を示す．
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図４　伊平屋北部で得られた熱水噴出海域の海底地形図（7） 図５　広域観測・探査の例

（b）3,000 km連続航行による超広域海底探査のイメージ図．
           1 回の探査で 50 km × 30 km のエリアが探索できる．
          これは相模湾全体を観測できる広さである．
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しかし，その場合，探査機の高度が高くなり画像の解像度
が低下してしまう．高高度からの観測でも高い画像分解能
力を得るために，合成開口ソナーの開発にも着手した．
3.1   動力源

動力源技術開発として，閉鎖式固体高分子形燃料電池
の開発と，高容量リチウムイオン電池の開発に取り組ん
だ．動力源は自動車のトレンドと同様にハイブリッド動
力源とすべきと考え，深海用高性能電池が既存しないた
め，リチウムイオン電池も同時開発した．正極にニッケ
ル系金属を用いて容量を向上させ，220 W・h/kgの重量エ
ネルギー密度を達成した，ラミネート構造の平板リチウ
ムイオン電池である（10）．このセルを防水加工して油中に
配置する油漬け均圧方式を用いている．この方式はセル
が直接圧力を受けるが，深度 1,000～ 2,000 m以深で使
用する探査機では，電池を耐圧容器に収納するよりも小
形軽量に電池設計が可能となる．
燃料電池開発では，「うらしま」用燃料電池で発生した

不具合であるガス循環用ポンプ問題，補機の大電力消費，
水素のリーク，長大な起動停止時間を克服しながら，高
効率化，小形化，高信頼性化を目指した．最初の三つの
問題を解決するために新しい材料と新しい構成の燃料電
池セルと，新コンセプトのシステム（11）を開発した．この
システムにより問題点の克服と国家基幹技術の数値目標
である効率 60％を達成できた．
新システムの構成と動作原理を図 6に示す．システム

は基本的には二つの燃料電池スタック（発電セルを複数
積層して出力電圧を昇圧したもの）Aと B，四つのバル
ブ V-#1～ V-#4，気液分離装置で構成される．図は簡単
のために一方のガス経路のみ記述した．初期状態ではガ
スはタンクからスタック Aに流入する．スタック Aで
半分のガスが消費され，Aの余剰ガスが下流のスタック
Bに入り，Bですべてのガスが消費される．このときス
タック A内の生成水は余剰ガスで排出されるが，スタッ
ク Bでは余剰ガスがないために生成水はそのまま蓄積
し，スタック Bの発電性能はしだいに劣化する．そこ
である時間が経過したところで，バルブを切り換えてス

タック Bを上流にすると，スタック Bに蓄積された水が
余剰ガスによって排出されることとなる．この動作を繰
り返すことで，供給ガスは 100％消費される上，ガス循
環ポンプが不要となる．
開発したシステムでは更に新開発セルによりガス漏

れと加湿器をなくすことに成功した．こうして問題の解
決と同時に，部品点数の削減により高効率，小形，高信
頼性化を実現した．また，起動停止時間の短縮は，シス
テム系内のガス置換の方法を変更し，これをソフトウェ
ア化することで数時間のオーダから数分のオーダに改善
できた．このシステムを HETL（High-Effi ciency Three-

Less）燃料電池と呼ぶ．開発した HETL燃料電池プロト
タイプで発電した場合の電流対電圧特性を図 7に，切換
動作の時間トレンドを図 8に示す．図 7において，探査
機の消費電流を 8 Aと仮定（設計目標値）したときの単
セルの出力電圧はプロトタイプでは約 0.89 Vとなってお
り，HHV（Higher Heating Value）で評価した場合の効率
は 60％を超えており要求仕様を満たしている．また，図
8において，上部は各セルの電圧を示し，下部はバルブの
切換信号を示しているが，切換のタイミングでの出力電
圧変動は数％であり，実用上問題ない結果となっている
ことが分かる．2011年 3月末までに，プロトタイプによ
る陸上での連続 600時間発電と，海中発電試験に成功し
ており，次年度以降，本燃料電池は実海洋プラットホー
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図 6　HETL 燃料電池の動作原理説明図

表 2　LCAUV の性能比較
機　種 開発時期 動作時間 航続距離 出力 大きさ

「うらしま」 1998 ～ 2005 （現在運用中） 60 時間 317 km 4 kW 10 m

次期
LCAUV 2007～現在 600 時間 3,000 km 5～10

 kW
10m
以上
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ム上に搭載実験を行い，実用化を進める計画である．
3.2　高精度慣性航法システムの開発

最もよく利用されている AUVの位置計測手法は，
ドップラー速度検出器による計測速度を積分演算して得
られた相対位置である．しかし，この方法では海底面が
計測できる高度に探査機がいる場合のみ有効である．ま
た，母船から AUVの絶対位置を測位するためには音響
測位装置が用いられるが，計測精度は母船と AUV間の
距離の数％と大きい．我々は慣性航法装置に「うらしま」
以前から着目しており，慣性航法装置の純慣性動作時の
位置計測誤差を理論値近くまで低減することを目指し
た．そのために，リングレーザジャイロのレーザ伝搬経
路の品質向上などを行ってきた．石橋ら（12）は計測誤差を
低減する手法として，慣性航法装置を回転台の上に載せ，
回転台を一定周期で回すことで蓄積する誤差を低減する
ことを考え，約 1桁の誤差低減を実現した．また，慣性
航法装置に発生するバイアス誤差をあらかじめ予測し補
正する機能も開発した．これらの技術開発により，時間
当りの誤差は 0.05海里以下に低減することができた．一
方で慣性航法装置の精度を維持したままの小形化にも取
り組み，次年度には世界シェアトップの外国製品より，

サイズ，性能，価格の面で優位な小形高性能慣性航法装
置の製品化が実現できる予定である．
3.3　水中音響技術

深海を航行中の LCAUVを 100 km以上離れた遠隔地
から直接監視するために，超長距離音響通信技術の開発
を行っている．通常の音響通信は母船と AUVの間であ
り，母船は AUVの上海面にあることから通信方向は縦
方向となる．一方，超長距離通信では陸上間の電波通信
のように横方向伝搬が主となる．これに目を付けた志村
ら（13）は，位相共役波を長距離海中通信に適用することを
提案した（図 9）．シミュレーションと海域試験によりア
レー構造の最適化を行い，信号処理に適応等価を組み合
わせることで，非常に良好な通信ができることを見いだ
した．これにより，これまでの海域試験で目標よりはる
かに超長距離である 800 km 程度の音響通信に成功した．

3.4　合成開口ソナー

合成開口ソナー（SAS：Synthetic  Aperture Sonar）は理
論的には 40年ほど前に考案されていたが，海中で安定
した航行を可能とするプラットホームがなかったため発
展しなかった．合成開口ソナーは，図 10に示すように，
直線的に移動しながら目標に繰り返し音波を照射し，反
射波の情報をコンピュータ上で相関処理する．これによ
り大口径ソナーと同等の性能を実現し，小口径ソナーで
あっても遠距離から高分解能の海底地形等が得られる．
SASの問題点は，プラットホームが動揺して直線的に航
行できない場合である．複数回の送受波データを相互に
処理して画像を生成するため，それぞれの送受波時にお
ける位置関係のずれがデータ処理に大きく影響し性能を
低下する．しかし，安定した海中航走が可能な AUVの
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出現で近年飛躍的に発展し実用化されている．
更に JAMSTECでは，動揺の影響を軽減するために，波

の周期性を考慮した大振幅の揺れにも対応可能な動揺補正
技術を独自に開発した．加えて新たなアルゴリズムを開発し，
従来の処理より数十倍以上の高速処理を実現した．
これら技術を活用することで，音響ビームの方向を

変えるビームステアリング合成開口ソナーを開発した．
2009年 6月には「うらしま」にこのソナーを搭載して海
底の調査を行い，従来ソナーに比べ 3倍の分解能が得ら
れた（図 11）．

衛星通信技術の開発4  

JAMSTECでは技術試験衛星きく 8号（ETS－Ⅷ）と超
高速インターネット衛星（WINDS）を利用して，海洋（深
海）から陸上までのシームレスな通信を可能とするため
の機器の技術開発と試験を行い，これらで得られた知見

と技術を用いて近い将来的に洋上・深海プラットホーム
や機器の遠隔操作・観測等を可能としたいと考えてい
る．前述の LCAUVの遠隔監視には衛星が必須である．
また，熱水鉱床やマンガンクラストの探査・観測のため
に複数の移動体深海プラットホーム（例えば自律形無人
探査機）を効率良く安全に運用するためには，洋上から
リアルタイム監視のできる通信衛星と船舶やブイによる
洋上中継装置が必要不可欠と考えている．これらの技術
開発による海洋から陸上までのシームレスな通信環境の
構築は急務である．

JAMSTECは 2008年度までに ETS－Ⅷを利用して，洋
上機器として ROVと AUVの二つの無人探査機を用い
て，これらの遠隔操作を可能とするためのシステム開発
と実証実験を実施した（15）．ただし，これらの試験にお
いては，ETS－Ⅷの不具合を解決するために地上の中継
器（ギャップフィラー）を利用したため，陸域から半径
2 km以内の海上での試験に限定された．

2009～ 2010年度の試験では，より実用性を高めるた
めに，ETS－ⅧとWINDSの二つの衛星を利用し，海中機
器の状態や観測したデータを，より高速かつ長時間にわ
たり陸上に伝送し，研究者や一般の方々にその有効性を
確認してもらうことを主目的として実験を実施した．ま
た，ETS－Ⅷ実験においては中継局（ギャップフィラー）
を使用せず，地球局の送信側にアンプを用いた．このた
め海域の限定条件はなくなった．
4.1　 ROVの遠隔制御

ROV遠隔制御システムは基地局，静止衛星，洋上局，
中継局で構成され（図 12），洋上局に接続されている深
海探査機等を基地局から遠隔制御することが可能であ
る．本実験は 2008年 11月に実施した．JAMSTEC横須
賀本部に基地局を設置し，東京大学三崎臨海実験所敷地
内に中継局を設置，東大の「臨海丸」に洋上局と細径光
ファイバ遠隔操作式の小形 ROV「MROV」を搭載した．
アンテナ系は JAMSTECで製作した防水形アンテナと追
尾装置を用いた（16）．油壺湾の港に停泊させた「臨海丸」
上の洋上局と横須賀本部の基地局間を，ETS－Ⅷの回線を
64 kbit/sでリンクした後出港して，正常に回線が保たれ
ていることを確認した．図 12に示すように「臨海丸」は，
中継局と無線回線が確立できる見通し距離内の油壷湾に
ある状態で，アップリンクは中継局を経由して ETS－Ⅷ
に接続された．一方，ダウンリンクは直接中継局で受信
した．「臨海丸」から「MROV」を船上にある専用の操縦

合成開口ソナー
（コンピュータ上の仮想大形ソナー）

情報をーつに
まとめる

音響ビーム

従来形ソナー

鋭い合成音響ビーム

図 10　合成開口技術の原理

通常処理
ビームステアリング
合成開口処理

図 11　海底の人工物の音響画像イメージ
（14）
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装置にて海中に潜航させた後，衛星遠隔制御に切り換え，
JAMSTEC横須賀本部にて圧縮された水中映像を見なが
ら「MROV」のパンチルトカメラやライトなどの機能を遠
隔制御して水中生物の観測を行うことができた（17）．
4.2　 AUVの遠隔制御

AUV遠隔制御の実験構成は ROVと同等であるが，洋
上局が AUVに搭載されているところが異なっている．
衛星通信システムには，対水圧構造が必要であり，搭載
のために小形化しなければならず，また動揺が激しいた
めに技術的に実現が難しくなっている．今回の AUV搭
載の地球局は，すべての装置が潜水しても大丈夫なよう
に防水処置を施した．AUVが浮上した際にアンテナが
海面に出ることで，人工衛星と通信が可能となる．AUV

「MR－X1」に搭載したアンテナシステムを図 13に示す．
本実験は 2009年 3月に実施した．JAMSTEC横須賀

本部に基地局を設置し，熱海市の初島に中継局を設置，
JAMSTECの研究船「なつしま」に「MR-X1」を搭載した．
図 12でいえば，左側が初島に相当する．探査機は海中で
観測を自律して行った後に，浮上して ETS－Ⅷと通信を行
うことになるため，探査機は海中ではなく洋上にある．ま
た，衛星遠隔制御のために「なつしま」を介することはな
い．「なつしま」を初島沖約 2 kmに位置させて，「MR－X1」
を展開し，浮上中の「MR－X1」と ETS－Ⅷと中継局経由で
JAMSTEC横須賀本部とリンクを張り，横須賀本部から，
「MR－X1」の状態確認，あらかじめ取得した画像のアップ
ロード，「MR－X1」のカメラによるリアルタイム映像モニタ，
そして「MR－X1」への新たなミッションデータのダウンロー
ド実験を行った．ミッション指令により「MR－X1」がその場
で回頭を行った際に，一部衛星回線が切れたものの，それ
以外では常時良好な通信状態が確保され，浮上した AUV

の遠隔制御が静止衛星を用いて行えることが確認できた．
4.3　リアルタイム深海映像伝送

2010年 1月 23日～ 2月 10日までの 19日間の航海（図
14）の一部で ETS－Ⅷ利用実験を実施した．JAMSTEC の
研究船「なつしま」に試験装置一式を搭載し，別府湾まで
航海した．別府湾沖ではディジタルデバイド解消の効果
を確認するための通信試験と，深海探査機の潜航中の映
像伝送試験を実施した．横須賀本部では研究者がその映
像を共有することができた．
別府湾の海底は 100 mより浅いところがほとんどで，

海底が椀形をしており軟泥質の堆積物がある．古気候研
究者によれば黄砂などが堆積しており，堆積した泥の柱
状サンプルを行い解析することで，どの時代にどれだけ
黄砂が運ばれたかを見積もり，風の歴史が分かるという．
そこで，「MR-X1」に柱状採泥機を搭載し，世界で初めて
となる AUVによる採泥試験を行った．その記念すべき映
像を ETS－Ⅶによって JAMSTEC横須賀本部の研究室へリ
アルタイム中継した．このときの伝送速度は 384 kbit/sで
Motion-JPEG（Joint Photographic Experts Group）により，
0.5 ～ 1秒程度の NTSC（National Television System 

Committee）サイズの画像を伝送できた．
2009年 10月と 2010年 8月には，より高速な映像伝

送を実現するために，独立行政法人宇宙航空研究開発
機構（JAXA）の協力を得て，WINDSによる深海ハイビ

 

アンテナ

追尾装置

図 13　アンテナを搭載した潜航前の「MR-X1」

ETS-Ⅷ

基地局

中継局

洋上局

MROV

図 12　ROVの遠隔制御のシステム構成図
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ジョン映像伝送試験を実施して成功した．2009年の試験
は JAMSTECの研究船「白鳳丸」に深海生物追跡調査ロ
ボット「PICASSO」（18）を搭載し，東京湾内金田湾にて 13 

Mbit/sのレートで，ハイビジョン映像と標準画像映像 3

本を，JAMSTEC横浜研究所と JAXA筑波宇宙センター
に同時中継した．JAXAでは同日一般公開を行っており，
一般の方々に貴重な深海映像を届けることができた（19）．

2010年の試験では，WINDSの移動体免許を取得し，
相模湾での実運用中の AUVで撮影した映像を更に高速
な 32 Mbit/sの速度で伝送することができた．このとき
は作業用 AUV「MR－X1」による観測機器の自律設置作
業に世界で初めて成功した際の映像を JAXA筑波宇宙
センターに伝送した（20）．

むすび―AUV開発の今後5

自律形無人探査機は海底資源開発に関する国の施策で取
り上げられ，まさに今が旬である．そのAUVと要素技術の
開発状況をレポートした．2010年度で国家基幹技術が終
了し，LCAUVのために開発を進めた要素技術開発が終わ
る．これらの成果は資源探査 AUVの重要な部品として使用
される予定である．現状のニーズからは大形の LCAUVの
開発よりも，小形 AUVを複数開発し，Multi-AUVシステム
（図 15）として，資源探査を効率的に進めることが求められ
ている．Multi-AUV システムにおいては，現状の技術では
100％バグなしでAUVを動作することは 不可能と考えられ
ることから，航行中のAUVの監視が必要となり，そのため
に深海から陸上までのシームレスな通信環境構築が必要と考
えている．複数のAUVを用いた資源探査が開始されるのは
2014年度以降の見込みである．それまでにこれらのシステム

が確実に用意でき運用できるように，現状の技術課題を克服
し，かつ新たに必要な技術開発を進めていきたい．
また，将来的には LCAUVのニーズもあると思われること

から，大形海洋プラットホームと小形多数機プラットホーム
の二つのシステムを想定し，両方のシステム構築に必要な要
素技術も研究開発する必要があると考えている．
自律形無人探査機は非常に多くの分野の科学と技術で

構築される一つの大形統合システムであり，まだまだ
我々だけの力では不足の部分がある．本誌への掲載を機
に，通信関係の皆様からの御助言や御協力を得られたら
非常に喜ばしい．
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周波数管理の必要性について1

電波は，空間を伝搬し，銅線や光ファイバなどの線路
がないところでも，音声やデータなどの情報を伝達する
ことが可能なことから，携帯電話をはじめとした移動体
通信，テレビやラジオといった放送などに利用されて，
人々の生活に欠かせないものとなっている．
電波は，電波法第 2条に「三百万メガヘルツ以下の周波
数の電磁波をいう．」と規定されており，情報通信に利用
可能な周波数帯域は限られている上，かつその物理的な性
質によって周波数ごとに適した用途は異なっている．ま
た，同一周波数の電波を使用し，複数の通信を同時に行う
と混信するといった性質があり，一方で電波は長距離で
も空間を伝搬することから，幅広い範囲，例えば国境を越
えたとしても伝搬し，混信が発生する危険性がある．
そこで，有限な資源である電波を有効かつ混信を発生
させず安全に利用するためには，それぞれの周波数の特
性を勘案し，どの周波数を使用してどのような方式の通
信，放送等の業務を行うのかといったことを国際的に取
り決めて，これを運用していく，国際周波数管理が必要
となる．

国際電気通信連合の概要について2

国際的な周波数管理については，国際電気通信連合
（ITU：International Telecommunication Union）という国
際連合の専門機関において実施されている．

ITUは，2011年 2月現在，192か国の政府と，約 680

の民間企業をはじめとする各種機関が加盟している．
ITUの組織は図 1のとおりである．

ITUでは，加盟国からなる各種会議において，必要な
事項を取り決めている．ITU全体に関わる主要な会議と
しては，① ITU憲章・条約の改正，予算及び経費の限度
額の設定，事務総局長，次長，理事会の構成国，各部門
の局長，無線通信規則委員会委員の選出等を行う「全権
委員会議（PP：Plenipotentiary Conference）」，② ITU全
体の組織，予算等について調整し，全権委員会議に対し
て提案するとともに，ITUの各部門の事業について報告
するための「理事会（Council）」が挙げられる．
また，ITUは，無線通信技術の標準化，周波数分配に

関する検討を行う無線通信部門（ITU-R：International 

Telecommunication Union Radiocommunication Sector），電
気通信技術の標準化を行う電気通信標準化部門（ITU-T：
International Telecommunication Union Telecommunication 

Standardization Sector），電気通信インフラの開発支援を
行う電気通信開発部門（ITU-D：International Telecommuni-

cation Union Telecommunication Development Sector）の
三つの部門から構成されている．
無線通信を取り扱い，周波数管理において大きな役割

を果たす ITU-R関係では，以下の会議，委員会等と，そ
の運営の支援を行う事務局組織が設置されている．
（1） 世界無線通信会議（WRC：World Radiocommunica-

tion Conference）：国際的な周波数分配等，電波に関
する国際的秩序を規律している無線通信規則（RR：
Radio Regulations）の改正等を行う．

（2） 無線通信総会（RA：Radiocommunication Assembly）：
無線通信の技術，運用等の問題の研究，勧告（Reco-

mmendation）の作成を行う．
（3） 無線通信規則委員会（RRB：Radio Regulations 

Board）：RR及びWRCの決定に適合した手続規則
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（RoP：Rules of Procedure，技術基準を含む）を承認
するとともに，手続規則の適用によって解決できな
い事項の検討を行う．

（4）無線通信研究委員会（SG：Study Group）：衛星業務，
地上業務，放送業務，科学業務等，周波数の使用され
る業務ごとに設置され，WRCに向けた RR改正に必
要となる準備研究の実施，RAに向けた新しい無線通
信システムの国際標準である勧告（Recommendation）
案の作成等を行う．

（5） 無線通信アドバイザリグループ（RAG：Radio-

communication Advisory Group）：ITU-Rの戦略計画，
RA，SGの作業計画の優先順位の検討をはじめ，ITU-R

に関する様々な事項について BR局長への助言を行う．
（6） 無線通信局（BR：Radiocommunication Bureau）：

ITU-Rの事務局としての役割を担う．主管庁から
通告された周波数の審査，登録等を行い，国際周波
数登録原簿（MIFR：Master International Frequency 

Register）を整備する．

無線通信規則について3

ITUにおける国際周波数管理は，加盟国が合意した各
種の規則等に基づいて行われている．具体的には，次の
とおりとなっている．

（1）憲章（Constitution）及び条約（Convention）：ITUの
組織，役割等を定めた ITU活動の基礎となる条約．憲
章で目的・組織・役割等を定め，条約で運営・手続等
を定めている．RR改廃手続等もここで規定されている．

（2） 無線通信規則（RR：Radiocommunication Regulations）：
無線通信に関する国際的な取決め．構成国を拘束す
る義務規則として規定されている．

（3）ITU-R勧告（Recommendation）：無線通信システム
の技術・運用等の課題に対する ITU-R SGの研究成果
として作成される文書．RR中に条文として明確に規
定されたものを除き拘束力を持たないが，無線局の技
術的特性など，可能な限り関係勧告に従うことが求め
られる場合がある．

（4）手続規則（RoP：Rules of Procedure）：BRが周波数
の登録，国際調整等で RRBを適用するに当たっての
解釈，必要な計算方法，資料等から成る文書．RRの
承認を経て制定される．
国際周波数管理において，最も基本となる規則は RR

である．RRは，周波数の割当と使用，国際的な周波数
分配，周波数の国際調整手続，周波数割当の登録，有害
な混信の除去，無線局の運用等に関する国際的な取決め
等を規定した文書であり，この中で詳細な国際周波数管
理の方法が定められている．
具体的には，地域ごと及び周波数ごとに，無線を使用

電気通信標準化部門 (ITU-T) 無線通信部門 (ITU-R) 電気通信開発部門 (ITU-D)

最高意思決定機関

192加盟国／4年ごと

全権委員会議
（PP）

技術勧告の承認

4年ごと

世界電気通信標準化総会
（ WTSA）

活動方針の策定

世界電気通信開発会議
（WTDC）

約 3～ 4年ごと

世界無線通信会議
（WRC）

周波数の分配
(無線通信規則の改正)

規則解釈等

無線通信規則
委員会
（ RRB）

事務総局

事務総局長

46理事国／毎年

理事会
（ C）

技術勧告の作成

無線通信
研究委員会
SG

無線通信局（BR） 電気通信開発局電気通信標準化局

無線通信総会
（RA）

技術勧告の承認

PP ：Plenipotentiary Conference
C ：Council
WTSA ：World Telecommunication Standardization Assembly

ITU=
International Telecommunication Union

RA ：Radiocommunication Assembly
WRC ：World Radiocommunication Conference
WTDC ：World Telecommunication Development Conference

4 年ごと

図 1　国際電気通信連合（ITU）の概要
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第 1地域
（Region 1）

第 3地域
（Region 3）

第 2地域
（Region 2）

第 3地域
（Region 3）

第１地域 : 第１地域は，東は A線及び西は B線によって区画する地方とする．ただし，これらの区画線の間にあるイランの領域を除く．ま
た，これらの区画線の外にあるアルメニア，アゼルバイジャン，グルジア，カザフスタン，モンゴル，ウズベキスタン，キルギスタ
ン，ロシア，タジキスタン，トルクメニスタン，トルコ及びウクライナ並びにロシアの北方のA線とC線の間にある地方を含む．

第２地域 : 第２地域は，東は B線及び西は C線によって区画する地方とする．
第３地域 : 第３地域は，東は C線及び西は A線によって区画する地方とする．ただし，アルメニア，アゼルバイジャン，グルジア，カザフス

タン，モンゴル，ウズベキスタン，キルギスタン，ロシア，タジキスタン，トルクメニスタン，トルコ及びウクライナ並びにロシア
の北方の A線と C線の間にある地方を除く．また，これらの区画線の外にあるイランの領域を含む．

・周波数割当は世界を大きく三つの地域に分け，各地域ごとに規定される．　・日本を含むアジア・太平洋諸国は第 3地域に属する．

図 2　RR における周波数分配のための地域割

図 3　国際的な周波数分配の例（RR抜粋）

Allocation to services（業務に対する分配）
Region 1（第 1地域） Region 2（第 2地域） Region 3（第 3地域）

FIXED（固定）
MOBILE（移動） 5.286AA
Meteorological-satellite（space-to-Earth）（気象衛星（宇宙から地球））
5.287 5.288 5.289 5.290

470 ～ 790
BROADCASTING（放送）
5.149  5.291A  5.294  5.296  5.300
5.302  5.304  5.306  5.311A  5.312

470 ～ 512
BROADCASTING（放送）
Fixed（固定）
Mobile（移動）
5.292  5.293

470 ～ 585
FIXED（固定）
MOBILE（移動）
BROADCASTING（放送）
5.291  5.298

512 ～ 608
BROADCASTING（放送）
5.297

585 ～ 610
FIXED（固定）
MOBILE（移動）
BROADCASTING（放送）
RADIONAVIGATION（無線航行）
5.149 5.305  5.306  5.307

608 ～ 614
RADIO ASTRONOMY（電波天文）
Mobile-satellite except aeronautical

球から宇宙）を除く）

610 ～ 890
FIXED（固定）
MOBILE（移動）5.313A  5.317A
BROADCASTING（放送）
5.149  5.305  5.306  5.307
5.311A  5.320

614 ～ 698
BROADCASTING（放送）
Fixed（固定）
Mobile（移動）
5.293  5.309  5.311A 
698 ～ 806
BROADCASTING（放送）
Fixed（固定）
MOBILE（移動）5.313B  5.317A
5.293  5.309  5.311A

790 ～ 862
FIXED（固定）
BROADCASTING（放送）
MOBILE except aeronautical mobile（移動，
ただし航空移動を除く）5.316B  5.317A
5.312  5.314  5.315  5.316
5.316A  5.319

806 ～ 890
FIXED（固定）
MOBILE（移動）5.317A
BROADCASTING（放送）
5.317  5.318

862 ～ 890
FIXED（固定）
MOBILE except aeronautical mobile（移動，
ただし航空移動を除く）5.317A
BROADCASTING（放送）5.322
5.319  5.323

460 ～ 890MHｚ

mobile-satellite（Earth-to-space）
（移動衛星，ただし航空移動衛星（地球
  から宇宙）を除く）

1. すべて大文字で記載されている業務は，「一次業務」であり，当該周波数を使用できる主要な業務となる．

2. 小文字で記載されている業務は，「二次業務」である．これは，①一次業
務の無線局に有害な混信を生じさせず，②一次業務の無線局からの有
害な混信に対して保護を要求しないことを条件に割当を受ける業務．

3. これらは脚注番号であり，それぞれの脚注番号に対応し，別
ページに割当に関する条件等が脚注として記載されている．

460 ～ 470
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したどの業務（固定業務，移動業務，固定衛星業務，移
動衛星業務，放送業務，無線航行業務，無線評定業務，
宇宙運用業務，地球探査業務等）を割り当てるか，それ
ぞれの業務を行う無線システムにつき，どのような電力，
変調方式等の技術基準を適用し，どのように運用するか，
国際間で周波数調整が必要な場合にどのような手続でそ
れを行うか等が規定されている．
中でも，国際的な周波数分配について規定しているの

は，RR第 5条である．RR第 5条では，図 2のように，
全世界を第 1地域（主に欧州，アフリカ，中東，旧ソ連
諸国等が含まれる），第 2地域（主に南北米州等が含ま
れる）及び第 3地域（主にアジア・太平洋地域，オセア
ニア等が含まれる）の三つの地域に分けて規定している．
その上で，9 kHz以上 1,000 GHz以下の周波数について，
周波数帯域を細かく区分し，それぞれの地域，周波数帯
域ごとに，当該周波数帯域を使用可能な業務，それぞれ
の業務で周波数を使用する際の条件等を図 3に挙げる例
のように詳細に定めている．

世界無線通信会議について4

国際的な周波数分配を変更するためには，RRを改正す
る必要がある．RRの改正については，先述したとおり，
世界無線通信会議（WRC：World Radiocommunication 

Conference）において取り扱われる．
WRCは，ほぼすべての加盟国が参加し，3～ 4年に
一度開催されるものであるが，開催期間は 4週間にわた
り，参加者数も約 3,000人となる，ITUにおける最大規
模の会議である．WRCは，開催された年により，例え
ば 2007年に開催されたものをWRC-07，2012年に開催
されるものをWRC-12というように呼称している．

WRCにおいては，その前の会合で設定された議題
に沿って，議論が行われることとなっている．例えば，
WRC-12の議題はWRC-07で既に決定されている．この
ように，前回会合において議題が設定されるとともに，
それぞれの議題を中心となって検討する SG等が決めら
れ，その次のWRCまでに，それぞれの議題について必
要な技術的検討が行われることとなる．
また，WRCに先立って 1年程度の間隔でWRCの準
備会議（CPM：Conference Preparation Meeting）も複数
回開催され，論点整理や具体的な解決策の選択肢の検討
が前もって行われることになっている．

次回のWRCは 2012年 1月 23日～ 2月 17日に開
催予定となっている．WRC-12の議題については，既に
表 1のとおり設定されており，現在もそれぞれの議題に
ついて，各 SG等において検討が進められている．

RR第 5条に規定されている国際的な周波数分配につ
いては，各国の周波数権益に直結するとともに，無線通
信分野における国際標準化にも大きな影響を与えること
から，その改正はしばしば利害の対立を生じる．そのた
め，各国とも自国の無線通信システムの開発及び利用動
向を踏まえ，積極的な取組みが必要となっている．
また，最近のWRCの動向としては，①割当可能な新周

波数帯が少なく，利害が対立し，共用が困難化していること，

表 1　WRC-12 の議題一覧

1.  脚注からの自国名の削除（議題 1.1）
2.  国際的な周波数監理枠組の見直し（議題 1.2）
3.  無人航空システム（UAS）のための周波数関連事項（議題 1.3）
4.  112 ～ 117.975 MHz, 960 ～ 1,164 MHz 及び 5,000 ～ 5,030 MHz
における航空移動業務の導入（議題 1.4）

5.  電子式ニュース取材方式（ENG）のための世界共通または地域共
通な周波数の検討（議題 1.5）

6.  275 ～ 3,000 GHz の周波数利用及び光学通信に関する検討（議題 1.6）
7.  1.5/1.6 GHz における航空移動衛星 (R) 業務用周波数の長期安定
的な使用（議題 1.7）

8.  71～ 238 GHzの固定業務に関連する技術的，規則的な検討（議題1.8）
9.  海上移動業務におけるディジタル技術の導入（議題 1.9）
10.  船舶港湾安全システムの運用に関する周波数関連事項（議題 1.10）
11.  22.55 ～ 23.15 GHz における宇宙研究業務（地球から宇宙）の一
次分配（議題 1.11）

12.  37 ～ 38 GHz における航空移動業務からの干渉に対するその他
の業務の保護（議題 1.12）

13.  21.4 ～ 22 GHz における放送衛星業務と関連するフィーダリン
クの周波数利用（議題 1.13）

14.  30 ～ 300 MHz における無線標定業務の追加分配の検討（議題 1.14）
15.  3 ～ 50 MHz における短波海洋レーダへの周波数分配の検討（議
題 1.15）

16.  20 kHz 未満における雷の観測のための気象援助業務の検討（議
題 1.16）

17. 第１地域及び第３地域における 790 ～ 862 MHz の移動業務及び
その他の業務の適切な保護（議題 1.17）

18.  2,483.5 ～ 2,500 MHz における無線測位衛星（宇宙から地球）の
世界共通分配の検討（議題 1.18）

19.  ソフトウェア無線，コグニティブ無線の導入に関する検討（議題1.19）
20.  5,850 ～ 7,075 MHzにおけるHAPS への周波数特定（議題 1.20）
21.  15.4～15.7 GHzにおける無線標定業務への一次分配（議題1.21）
22.  ショートレンジデバイス（SRD）による影響の検討（議題 1.22）
23.  415 ～ 526.5 kHz における約 15 kHz 幅のアマチュア業務への二
次分配（議題 1.23）

24.  7,750 ～ 8,500 MHz における気象衛星業務の 7,900 MHz までの
分配拡張（議題 1.24）

25.  移動衛星業務への追加分配の検討（議題 1.25）
26.  無線通信規則に参照による引用をされた ITU-R 勧告の参照の現
行化（議題 2）

27.  決議・勧告の見直し（議題 4）
28.  衛星調整手続の見直し（議題 7）
29.  無線通信局長の報告（議題 8.1）
 Issue A   ISM 機器による無線通信業務の保護
 Issue B   無線通信規則附則第 30A 号 9A条及び附則 30 号第 11
　　　　　　条の表における備考欄の更新
 Issue C   地球観測について
30.  将来の世界無線通信会議の議題（議題 8.2）
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②非静止衛星を利用した移動体衛星通信，IMT-2000，デジ
タル衛星放送，5GHz無線 LAN等のような新サービスが
減少していること，③周波数が競合する衛星からサービスが
競合する地上系移動通信へとグローバルサービスが変化して
いること，④欧州，米州，東欧・旧ソ連邦諸国，アラブ諸国，
アフリカ，アジア・太平洋といった各地域の地域機関による
地域共同提案が重視され，一国の提案では議題にならないこ
と等が挙げられる．
特に，④に対応して，アジア・太平洋地域の場合，地域

機関であるアジア・太平洋電気通信共同体（APT：Asia-

Pacifi c Telecommunity）において年に数回程度WRCの準
備会合や関連する技術的な会合が開催され，ここでまず
APT共同提案を取りまとめ，WRCや CPMに提出すると
いうプロセスが一般化してきている．

我が国における周波数の割当について5

RRで規定されている国際的な周波数分配の範囲内で
あれば，どのような無線通信に対して，どの周波数を割
り当てるかについては，各国の情報通信主管庁の裁量に
委ねられている．このような国内の周波数管理のために，
各国は国内法を整備しており，日本では電波法及びその
関連法令がこれに該当するが，これらは RRの規定や構
造が反映された内容となっている．
日本では，国内における免許の申請等に資するため，

電波法第 26条第 1項の規定に基づき，総務大臣が「周波
数割当計画」を作成・公表している．「周波数割当計画」は，
割当が可能である周波数の表であり，RR第 5条に規定さ
れる国際的な周波数分配表を踏まえたものとなっている．
「周波数割当計画」は，官報に告示されるほか，総務省及
び総合通信局のウェブサイトにおいても公表されている．
周波数割当計画には，①固定業務，移動業務，放送業

務等，無線通信の態様別の周波数割当，②電気通信業務
用，公共業務用及び放送事業用等，無線局の目的別の周
波数割当，③周波数の使用期限等，周波数の使用に関す
る条件，④ ITUの RR第 5条に規定される国際分配等が
記載されており，無線局免許における周波数の割当可能
性に関する審査基準として用いられている．
周波数割当計画は，RR第 5条に規定されている国際
的な周波数分配表に基づき，原則としてその範囲内で
国内の周波数割当を規定しているものであることから，
WRCの結果，RR第 5条の規定が改正された場合には，

これを反映して改正を行っている．
一方で，周波数割当計画は，電波法第 26条の 2の規
定及び電波の利用状況の調査等に関する省令（平成 14年
総務省令第 110号）に基づき実施されている電波の利用
状況調査も踏まえ，作成または変更が行われる．
電波の利用状況調査は，新たな電波利用システムの
導入など，今後ますます増大する電波需要に的確に対応
し，電波利用の一層の円滑化を図るため，平成 15年度か
ら実施されている．調査は，① 770 MHz以下のもの，②
770 MHzを超え 3.4 GHz以下のもの，③ 3.4 GHzを超え
るもの，と周波数帯を 3区分して，③，②，①の順番で 1

年に 1区分ずつ，3年を周期として実施している．調査す
る事項は，無線局の数，無線局の行う無線通信の通信量，
無線局の無線設備の使用の態様等となっている．そして，
この電波の利用状況調査を基に，周波数帯ごとの電波の有
効利用の程度を評価し，その評価結果を公表している．
また，上記の電波の利用状況調査の評価結果等に基づ

き，具体的な周波数の再編を円滑かつ着実に実施するべ
く，その基本方針及び具体的な取組み等を示すため，平
成 16年度に「周波数再編アクションプラン」を策定し，
毎年度改定し公表している．本アクションプランについ
ては，電波の利用状況調査の評価結果，電波利用環境の
変化等を踏まえ，逐次見直しを実施している．
総務省では，このように，WRCにおける RRの改正

結果，国内での電波の利用状況調査とその評価結果等を
踏まえ，周波数の国内分配を行い，これに基づき無線局
免許の審査・付与を実施している．

衛星周波数の国際調整について6

衛星で電波を使用する場合については，宇宙空間にあ
る衛星と地球局との間で，電波を使用した無線通信を行
うことから，必要となる送信電力も大きく，電波が伝搬
する範囲も非常に広範囲に及ぶため，諸外国との電波の
混信がより重大な問題となる．
そのため，衛星網に割り当てる周波数については，他
国の無線局に混信を与えない，また他国の無線局からの
混信を受けないようにする必要がある．そこで，衛星の
打上げを予定している国の主管庁は，打上げの前に，混
信を受ける可能性のある衛星網を有する他国の主管庁と
の間で，RR第 9条の規定に基づき，衛星周波数の国際
調整を行うこととなっている．この衛星周波数の国際調



整の概要は，図 4のとおりとなっている．
具体的には，まず衛星を打ち上げようとする国は，打上げ
の 2～ 7年前までに，計画している衛星の軌道位置，使用
周波数等の技術的な内容を記載した事前公表資料（API：
Advance Publication of Information）を ITUに送付する．
その後，静止衛星の場合には，事前公表資料よりも詳細

な技術的諸元を記載した調整資料を ITUに送付する．非静
止衛星の場合には，APIの提出のみでよい場合が多い．し
かしながら，非静止衛星でも，RR第 5条の脚注において，
RR第 9条の第Ⅱ節に規定されている調整が必要であると明
記されている周波数帯域を使用する衛星網については，API

提出の後，調整資料の提出が必要となっている．

ITUは，API，調整資料等の各国主管庁から提出され
た資料を取りまとめ，定期的に公表する．各国主管庁は，
公表された API及び調整資料に基づき，他国で計画され
ている衛星網が，自国の衛星網に有害な混信を与えるか
どうかについて検討する．その結果，有害な混信を与え
る可能性がある場合，当該衛星網の所属する国の主管庁
に対して，調整を要請する書簡を送付する．
以降，基本的には所属する衛星網の間で混信の可能性
がある二国の主管庁間で，書簡によるやり取りで調整手
続が進められていく場合が多い．または，実際に衛星網
を運用する二国の衛星事業者の間で事業者間調整会議が
行われて調整がなされる場合もある．しかしながら，書

周波数調整の目的　衛星通信網の有害な干渉からの保護，円滑な運用
調整方法　　　　　① ITU 無線通信規則（RR）に基づき，軌道位置，ビーム，周波数等について調整
　　　　　　　　　② 先着優先の原則により，後発の衛星が先発の衛星に調整を依頼
得られる権利　　　調整を完了し，ITU の国際周波数登録原簿に登録されると，国際的な認知が得られる

ITU（事務局）無線通信主管庁 他国の無線通信主管庁

意見を申立て

事前公表資料・調整資料の公表
（各国へ配布） 有害な混信の可能性を検討衛星通信網の調整に必要な情報

（事前公表資料・調整資料）

問題の解決に向けたニ国間調整

周波数割当の通告

国際周波数登録原簿への登録

…

送付

(二国間会議・書簡等により調整）

衛星打上げ

Ｂ国の無線
通信主管庁

Ｃ国の無線
通信主管庁

軌道・周波数・電力量等をもとに共存
するための条件を検討

周波数・電力・サービスエリア等を調整

Ａ国の無線通信主管庁

合意

Ｄ国の無線通信主管庁

合意 合意

衛星の運用開始
の 7年前からな
るべく 2年前ま
でに手続に着手

合意

図 4　衛星通信網の国際調整の流れ

各国の衛星周波数
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（約 3,000 件 / 年）

衛星周波数調
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意見申立，調整書簡の送付
（約 500 件 / 年）

調整書簡の受領（約 800 件 / 年）

外国主管庁
米　国

我が国の
衛星事業者等

調整会議（年数回）の実施

我が国衛星周波数
調整関連資料の送付
(約 100 件 / 年 )

総務省

各国の衛星周
波数調整資料
の公表

ITU-BR

・我が国の衛星計画に関
する衛星周波数調整資
料を ITU に送付

・外国の衛星計画が，我
が国の衛星計画等に与
える影響の有無の審査

・外国主管庁との調整
（書簡交換，会議開催）
・調整完了後，ITU への
通告手続

・外国の衛星計画の情報
収集

・国内衛星通信事業者等へ
の啓発活動等

中　国

韓　国

インドネシア

ロシア…

図 5　衛星通信網の周波数調整の概要
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簡や事業者間調整会議では解決しない場合，または調整
すべき衛星網が数多くある場合には，二国の主管庁間で
衛星周波数調整会議を開催して調整を行うこともある．
日本の場合，図 5に示すとおり，年間で総務省から

ITUに送付する調整関連資料が約 100件，ITUから公表
される他国の衛星網の資料が約 3,000件，総務省から他
国に送付する書簡が約 500件，他国から受領する書簡が
約 800件，となっている．更に，これに加えて二国間の
衛星周波数調整会議も年に 2～4回程度開催されており，
平成 21年度は，マレーシア，中国，韓国及びインドネシ
アと，平成 22年度は，ロシア，韓国及びタイとの間で衛
星周波数調整会議を開催している．衛星周波数調整会議
は，約 1週間にわたって開催され，混信の懸念がある衛
星網の組合せごとに議題を設定し，それぞれの議題につ
いて，問題解決に向けた方策について議論が行われる．
衛星網で使用する周波数は，地上業務に分配されてい

る場合が多いため，上記のような衛星網間の調整のみな
らず，他国の地上業務用の無線局との共用のための調整
も必要である．そのため，衛星網の衛星局から他国の地
上業務用の無線局への混信を防ぐため，RRには特定の
周波数に対し，衛星送信局の電力を制限する規定がある．
一方，衛星網の地球局と他国の地上業務用の無線局と

の調整である「地球局調整」についても，有害な混信が
生じる可能性がある場合には行う必要がある．地球局調
整については，ITUを介さず，調整元の主管庁から調整
先の主管庁に調整要求を直接送付し，二国間で行うもの
となっている．
このように実施された衛星周波数の国際調整の結果

を踏まえ，有害な混信を発生させないであろうと考えら
れる衛星の軌道位置，周波数等について，各国主管庁よ
り ITUに通告し，ITUにおける審査で問題がないもの
と判断されると，「国際周波数登録原簿（MIFR：Master 

International Frequency Register）」に登録される．MIFRに
登録された軌道位置，周波数等については，国際的な承認
を得て，有害な混信からの保護を受けられることとなる．
衛星周波数の国際調整をめぐる最近の動向であるが，
国際的には衛星周波数の国際調整手続を可能な限り簡素
化するための努力がなされており，WRC-12の議題とし
ても取り上げられ，国際調整手続の見直しに向けた様々
な提案がなされ，議論が続いている．また，衛星周波数
の国際調整手続の簡素化に資するべく，実際に衛星を打
ち上げないにもかかわらず，軌道位置，周波数等を確保

するためのみに，事前公表資料，調整資料等を提出する
ような衛星網，いわゆる「ペーパーサテライト」を防ぐよ
う，実際に衛星を打ち上げて運用していることを証明す
る資料の ITUへの提出が求められるようになっている．
また，国内的な最近な動向としては，研究・教育等の
目的で大学等が打ち上げる小形衛星が増加してきたこと
が挙げられる．小形衛星を開発し，打ち上げて運用する機
関の中には，これまで衛星周波数の国際調整をあまり経験
したことのない機関も数多くあることから，総務省とし
ては，これらの機関に対する衛星周波数の国際調整に関す
る周知，支援を引き続き実施していくことが重要である．

ま　と　め7

近年，携帯電話をはじめとする無線通信は，ますます
高度化，高速化，大容量化するとともに，利用者も増大
していることから，より多くの周波数帯域が必要となっ
てきている．しかしながら，周波数は限りある資源であ
り，有害な混信を発生させないよう利用していくことが
不可欠である．そのため，国際的な周波数分配を取り決
めるWRCへの適切な対応，我が国の周波数の利用状況
も踏まえた周波数の国内分配は，今後もより重要な課題
となるものと考えられる．また，各国において引き続き
衛星網の計画が提案される一方で，衛星に優先的に割り
当てられる周波数帯域は減少していく傾向になることか
ら，衛星網間あるいは衛星網と地上業務用の無線局との
間の周波数の国際調整は，より困難になっていくことが
予想される．
このような状況を踏まえ，総務省では，今後ともWRC

に向けた積極的な取組み，衛星周波数の国際調整等の国際
的な周波数の確保，国際周波数の管理に注力していく．

市川麻里

平 07-04 郵政省（現 総務省）入省．以
来，情報通信行政に従事．総合通信基
盤局国際部（現  情報通信国際戦略局）
国際協力課 課長補佐を経て，平 22 か
ら総務省総合通信基盤局電波部電波政
策課国際周波数政策室課長補佐．現在，
我が国と世界各国との間の衛星周波数
の国際調整に関する業務に取り組む．
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0101  はじめに

長年勤めた古都鎌倉の三菱電機株式会社を辞め，2004

年 10月，長崎大学工学部での生活が始まった．生まれ
て初めての単身赴任の地が，三菱発祥の街なのが幸いし
たのか，今では，風景が美しく，おいしい食べ物があふ
れ，人懐っこい，お祭り好きの長崎の生活が，すっかり
気に入って，大いに楽しんでいる．東京で生まれ育った
人間には，こんな街が今でもあったのかと戸惑うほど，
長崎は不可思議な魅力にあふれている．この魅力の一端
をお伝えできれば幸いである．

0202  概　　要

長崎は，南北にうねうねと延びた狭
きょうあい

隘な谷間の街で，ど
の方向に行っても緑の山にぶつかる．北方の山を越すと波
静かな大村湾，東方の山を越すと雲仙・天草を望む橘湾，
西方の山を越すと東シナ海につながる五島灘．谷間を北か
ら南に流れ，長崎湾に注ぐのが約 9 kmの浦

うらかみ

上川．長崎湾
は，つま先を外洋に接したブーツのような形である．
この長崎で，東西の広がりを感じるのは，約 5 kmの
中
なかしま

島川の両岸である．中島川は，長崎の中心街を東方か
ら西方へ流れ，長崎湾に注いでいる．ところで，東京の
川に親しんだ筆者には，「少し上流か下流に行けば，すぐ
向こう岸に出られる橋があるのに，ここにも，また橋が
ある」と，眼鏡橋（図 1）を代表とする石橋が連なる中島

川の贅沢さが不思議でならない．長崎は，江戸時代から，
豊かで暮らしやすい街だったのであろう．長崎奉行だっ
たお父さんに連れられて，遠山の金さんも，長崎の街を
ぶらついたのかもしれない．
ところで，長い岬が短縮されて，「ながさき」となった
との説がある．なお，諏訪神社に隣接した長崎公園は長
崎一古い公園で，長崎開港時の領主，長

ながさきじんざえもんすみかげ

崎甚左衛門純影
の像がある．領主の名が，地名となったとの説もある．
なお，長崎のルーツは，甚左衛門の館があった桜馬場辺
りのようだ．ここの少し北に，戦国時代の城趾がある．

0303 交　　通

長崎空港は，大村湾に浮かぶ有人島に開業した海上空
港である．このため，長崎空港着の便では，青い海を眼
下に，大村湾に舞い降りる風情が楽しめる．まるで，海
の上を滑るようだ．ここから，長崎の街へは，二系統の
リムジンバスが出ている．出島道路経由のバスは，右手
に大村湾，左手に橘湾を垣間見ながら，トンネルを突き
抜け，突き抜け，高速道路を南下し，大きく右にカーブ
しオランダ坂トンネルを抜ける．すると，いきなり，中
心街，長崎新地に着く．所要時間，35分程度である．出
島，グラバー邸，旧外国人居留地の大浦，思案橋，屋上
からの長崎湾や稲佐山の風景が素晴らしい長崎美術館は，
徒歩圏内である．なお，船旅には，大

お お は と

波止で下車すると

和華蘭文化の港街
「長崎」
長崎大学  小菅義夫 Yoshio Kosuge

図 1　眼鏡橋 図 2　路面電車 図 3　崇福寺

街
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よい．また，浦上経由のバスは，長崎大学の裏門を右手
に，北側から街中を長崎駅に向かう．

JRでは，浦上駅か長崎駅の利用となる．どちらも，特
急が停車する．なお，長崎では，JRを「汽車」と呼ぶ．「電
車」は，120円均一の路面電車をいう．また，「電停」は
路面電車の停車場の意味である．路面電車（図 2）は，浦
上川東側の長崎の街を 4系統走っている．ただし，平地
しか走らないので，坂があるところは，バスかタクシー
の利用となる．それも走れない石段では，徒歩となる．
「中学生になるまで，自転車を見たことがない」という人
がいるほど，長崎は，平地の少ない街である．なお，流
しのタクシーが，平地をひっきりなしに走る．

0404 異国文化との融合

貿易を通じ，江戸時代から，長崎は，中国をはじめと
するアジア文化，オランダをはじめとする西洋文化と交
流があった．お寺も，日本様式の他に，長崎四大唐寺（実
際は，唐ではなく，明と，その後の清の時代の寺）に代
表される中国様式が見られる．なお，崇福寺（図 3）の第
一峰門と本殿は国宝である．一方，フランス人によって
建てられた礼拝堂，大浦天主堂（図 4）も国宝である．「長
崎くんち」で有名な諏訪神社は，長野県の諏訪大社を本
社とする．お寺の荘厳な鐘と，教会の優美な鐘が響くな
か，神社からのにぎやかな「しゃぎり（笛や太鼓）」の音
が調和して聞こえてくるのが長崎の街である．
ところで，長崎の長い岬の南側に，二つの人工島が
あった．一つは，南蛮貿易の担い手だったポルトガル人
をキリシタン対策として隔離するために作られ，その後
オランダとの貿易に使用された扇形の出島である．出島
の表門からは，長崎県庁（長崎奉行所西役所跡）を見上
げることができる．奉行所の役人に見下ろされる生活を

強いられたオランダ商館員は窮屈だったに違いない．な
お，出島の周りも埋め立てられて，どこが人工島かはっ
きりしなかった．しかし，「出島復元事業」が進み，「南
側の石垣」，「水門」，「カピタン（商館長）部屋」，「乙名
（貿易を管理した日本人）部屋」などが完成し，当時の様
子が分かるようになった．ただし，江戸時代の海が戻っ
たわけではない．もう一つの人工島は，鎖国時代の中国
人居住地域であった唐人屋敷に連接し，中国貿易のた
めの倉庫区域として使用された，長方形の長崎新地であ
る．なお，現在，長崎新地は，飲食店の集まる中華街で
ある（図 5）．中華街の東西，南北を結ぶ石畳の十字路が
交差する地点に，「新地蔵跡」の石碑が建つ．多くの観光
客は，これを「しんじぞう  あと」と読む．正しくは「しん
ちぐら　あと」である．また，東西南北の四つの門には，
青龍，白虎，玄武（亀と蛇），朱雀が飾られ，夜は特にき
れいである．ところで，江戸時代，長崎の街の人口は約
6万人，そのうち中国人は 1万人といわれている．
オランダ商館に派遣された医師の中で，最も著名なの
は，シーボルトであろう．ただし，西洋医学の普及に多
大な貢献をなしたシーボルトは，ドイツ人であった．ま
た，日本の植物，園芸をヨーロッパに紹介した植物学者
でもあった．例えば，長崎市の花である「あじさい」は，
シーボルトの妻「お滝さん（楠本滝）」にちなんで，「オタ
クサ」と命名され，広くヨーロッパに紹介された．シー
ボルトは，長崎奉行の許可を受け，出島から離れた鳴滝
川のほとりに「鳴滝塾」を開き，髙野長英らに医学を教
えた．電停「新中川町」より徒歩約 10分のシーボルト記
念館は，鳴滝塾跡の隣接地に建てられた洋館で，シーボ
ルト夫妻や娘である日本の西洋産科女医の草分け「楠本
イネ」が紹介されている．なお，鳴滝塾跡のすぐ南には，
長崎街道が残っている．出島から出発した江戸参府のオ
ランダ人あるいは貿易品は，この街道を通った．この街
道から桜馬場中学校沿いの坂を登ると，禁教令により破
却された長崎最古の教会跡に建てられた春德寺に出る．
この裏手に，唐通事（通訳を担当した役人）だった東海家
の墓がある．その壮大さ，巨大さ，獅子頭の石柱の装飾
の見事さから，貿易に携わった人々の富が実感できる，
幕末，開国されると，西洋人の活動場所を確保するため，
洋館が今なお数多く残る居留地が造成された．特に，大浦
海岸通り（大浦バンド）近辺は，大浦湾を埋め立てて造成さ
れた．なお，長崎の人は，居留地を闊歩した西洋人をすべ図 4　大浦天主堂 図 5　長崎新地中華街
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て「オランダさん」と呼んだ．今も，オランダ坂（幾つもある），
オランダ通りの名称が残る．特に，明治時代に創立された
ミッション系の女子大学で，エンジ色の屋根のレトロで異国
情緒豊かな校舎の活水学院から孔子廟（中国歴代博物館を
併設）にかけての石畳のオランダ坂が有名である．ただし，
江戸の吉原，京の島原と並んだ日本三大花街の一つ丸山
（「ながさきぶらぶら節」や「浜節」で有名な愛八は，丸山の
検番（芸者））のオランダ坂の方が，古い．また，グラバー園
（図 6）には，長崎湾を見下ろす斜面に，長崎市の歴史的西
洋建築物が集められている．なお，グラバーは，幕末に勤
王の志士を支援し破産した後，明治時代，近代科学技術
の導入に努め，キリンビールを育てるなど，岩崎家とともに
三菱グループの基礎を築いたスコットランド人である．また，
グラバー園内にあった本邸と，長崎湾に浮かぶ高島（昭和
61年まで三菱高島炭坑があった）の別邸との間に電話線を
引いた．これが，日本最初の電話である．電報については，
出島のオランダ商館を訪れた幕府勘定奉行が，モールス信
号を利用した電信機に驚嘆したとの記録がある．なお，明
治政府の許可を受け，デンマークのグレートノーザン・テレ
グラフ社は，長崎～上海及び長崎～ウラジオストック間に海
底電信線を施設し，長崎最初の大形洋式ホテル「ベルビュー
（美しい眺めの意）ホテル」（明治 39年廃業）の一室で国
際電信を開始した．「国際電信発祥の地」「長崎電信創業
の地」「南山手居留地跡」の三本の石碑が，大浦天主堂に
続く坂の登り口左手の道端に並んでいる．更に，蒸気機関
車が，日本で最初に走ったのも，大浦バンドである．
大正時代に開設された上海航路により，長崎の人は，

「下駄を履いて上海に」出掛けていった．また，多くの
外国人が豪華客船に乗って長崎を訪れた．長崎の避暑地
で，日本最初の国立公園である雲仙（「おんせん」がな
まって「うんぜん」となったとか）は，温泉とゴルフ場で，
多くの外国人を引き付けた．当時の様子は，松ヶ枝国際

ターミナル前の旧香港上海銀行を訪れるとよく分かる．
なお，現在，出島ワーフのそばに，蒸気機関車の車輪が
残っている．上海航路の発着場と接続されていた長崎港
駅があった名残である．なお，出島ワーフは，稲佐山を
バックにした長崎港に面し，レストランやカフェが店を
並べている．クリスマス時期のイルミネーションは，殊
の外ロマンチックである．

05050505  長崎の食文化

異国文化と溶け合った長崎の料理を「和華蘭」料理という．
「人間は，食べるために生きるのではない．うまいものを食う
ために生きるのだ」と信ずる筆者には，長崎は天国である．
お　魚
「スーパマーケットで買ったお刺身が，東京の料亭よりうま
い（ただし，超高級料亭には行ったことはない）．まるで生臭
さがない．この歯ごたえは何だ」と，長崎に来た当時，筆者
は長崎の魚に圧倒された．東京にいたときは煮魚が苦手だっ
たのに，長崎の「アラ（クエのこと）や鯛のあら煮」が，今で
は大好物である．ヒラス（ヒラマサのこと），透き通ったミズイ
カ（アオリイカのこと），一先（イサキのこと），桜鯛，トラフグ，
鰺，鰹の刺身も抜群の味である．鯖の刺身や鱧のゆびきが，
魚屋の店頭に並ぶのも東京にはない風景である．変わったと
ころでは，鱧しゃぶ，鯨しゃぶ，古代生物そっくりで，面食
いの人には，手の出にくい団

うちわ

扇エビ（天然の伊勢エビも豊富）
であろう．また，オコゼは，刺身になっても元気で，お皿か
ら飛び出すこと，たびたびである．でも，まだ幸い，かみつ
かれたことはない．なお，オコゼを最初に食べた人を，心か
ら尊敬する．とにかく，魚が旨

うま

い街である．また，刺身の調
味料も，定番の他に，ユズ胡椒，ポン酢，コチジャン，五島
の塩など豊富である．魚肉のすり身を揚げたのを，長崎では，
「かんぼこ」といい，特に，揚げたては大人気である．

図 6　グラバー園から長崎湾を望む 図 7　卓袱料理 図 8   長崎ランタンフェスティバル
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砂　糖
江戸時代，異国より運ばれてきた砂糖は，出島で水揚げ
され，貴重品として，長崎街道を通り全国に運ばれていっ
た．また，砂糖は，出島に向かう外国船のバラスト（船舶
のバランスを保持するための重し）にも使用された．このた
め，長崎には，砂糖の文化が根付いている．例えば，南蛮
菓子から上品な和菓子に変身したカステラ，逆に駄菓子に
変身した金平糖．なお，五三焼きは，格別おいしいカステ
ラである．しかし，ぜいたく過ぎるとろくなことはない．18

歳未満厳禁である．なお，和食，中華，洋食折衷の大皿
料理で，円卓で味わう卓

しっぽく

袱料理（図 7）にも，砂糖が品良く
ふんだんに使用され，独特の甘みをかもし出している．卓袱
料理の最後は，上品な味の汁粉である．

06060606 行　　事

くんち

「おくんち」は，毎年，10月 7日から 9日まで行われ
る，諏訪神社のお祭りである．7日は，神様が街に滞在
するため，みこしが諏訪神社より，大波止ターミナルの
そばのお旅所に下る．逆に，9日は，みこしがお旅所よ
り諏訪神社に上がる．お下りも，お上りも多数の観客を
集める．特に，諏訪神社の石段を一気に駆け上がるお上
りは，勇壮である．ところで，長崎のくんちは，町を七
つに分けて，7年ごとに，演し物を町ごとに奉納するの
が特徴である．当番である踊

おど

り町
ちょう

は，6月から稽古を始
める．なお，くんちの演し物は，すべてを一堂に集めて
行う本場所（諏訪神社，お旅所，八坂神社，公会堂前広場）
のほか，寄付をしてくれた方へのお礼参りを兼ねて，街
中で個別に行う庭先回りがある．

2010年のくんちの演し物のうち異国情緒豊かだったのは，
南蛮船と龍

じゃおどり

踊である．この二つを簡単に紹介しておこう．
長崎で最もにぎやかな飲食店街の銅座町の演じ物は，
長崎での西洋貿易の始まりであるポルトガルから入港し
た南蛮船である．石畳を敷き詰めた踊り場の上で，高さ
6 m，重さ 5 tの南蛮船を重々しくゴトゴトと回すのは，
片肌脱ぎで，歯を食いしばった根曳

びき

衆の青年衆．船回し
で，大きく帆の揺れる甲板上で，小太鼓を軽快にたたき，
銅
ど ら

鑼を力強く鳴らし，独特の急調子なリズムを繰り出す
のは，黒い帽子に，白い襟の赤や緑の鮮やかな色のポル
トガル衣装をまとった男の子たち．この船回しに，赤
ちゃんを抱いた若いお母さんが，リズムに乗って，体全

体を躍動させ，叫び声さえ揚げ，熱狂．この赤ちゃんも，
やがて，お祭り好きに成長するに違いない．
一方，江戸時代に唐人屋敷から習得し，くんちで披露する
ようになったのが籠町の龍踊である．龍踊では，全長 20m

の龍が，月を表す金色の球を追いかけ飲み込もうとする．と
ぐろを巻いた龍が，雲に隠れた月を，頭としっぽを振り，い
らいらしながら探す．頭を自身の胴体の下にくぐらせ月を見
つけると，くねくねと長い体を空に跳ね上げ，地にすり付け，
体全体を上下左右に激しく振り回しながら，逃げる月を追い
かける．爆竹が鳴り，大鐘，大太鼓，小鐘，小鼓が雷や風
の音を演出する．また，ときどき，龍の鳴き声がする．本当
に，生きた龍が暴れているようだ．もっとも，本物の龍は見
たことがない．
ランタンフェスティバル

約 15,000個の中国提灯が飾られるランタンフェスティ
バルは，長崎在住の華僑の人々が，中国の旧正月を祝う
ための行事として始めたものである．もともとは，「春
節（旧暦の正月）祭」として長崎新地中華街で行われてい
た．この規模が拡大し，中国色豊かな祭典となった．こ
のため，開催期間は，1月から 2月にかけての，中国の
旧正月に当たる 15日間で，日にちは毎年変わる．フェス
ティバルの中心は，長崎新地に近い湊公園で，干支にち
なんだものなど，きらびやかな原色の大形オブジェの中
で，龍踊，コミカルで激しい動きの中国獅子舞，スリリン
グでアクロバチックな中国雑伎，胡弓演奏などのイベン
トが盛りだくさんである．また，江戸時代に航海安全の
女神とされる媽祖を港から唐寺に安置し，出航とともに
持ち帰った中国船の風習である媽祖行列，皇帝パレード
が繰り広げられる．ランタンフェスティバルの他の主な
会場は，湊公園に匹敵するイベントを開催する中央公園，
日本最古のアーチ状の石橋で，半円状のアーチ二つが
中島川に映り，眼鏡のように見える眼鏡橋付近の，黄色
のランタンが川面に映える中島川公園，赤いランタンが
アーケードを隙間なく飾る浜んまち（図 8）である．
精
しょうろう

霊流し
毎年 8月 15日夜に行われる．盆提灯や造花などで飾
られた精霊船が，位牌や遺影を乗せて，実際には海上に
は流さないが，流し場と呼ばれる終着点までひかれてい
く仏教行事である．しかし，もの静かなとのイメージは
全くなく，精霊船の盆提灯には明かりが灯され，爆竹が
間断なくさく裂し，通り一体が煙る中，鉦

しょう

の音・掛け声
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が響き，精霊船は行列をつくりゆっくりと進んでいく．
筆者の耳栓は，爆風から鼓膜を守るのには役立ったが，
防音には無力だった．なお，県庁前の坂では，爆竹が一
気に点火し，火柱が上がる．長崎の精霊流しは，中国文
化が影響した，この街独特のものである．また，爆竹の
おびただしい破裂かすが，翌朝には，きれいに消えて，
静かな通りに戻っているのは，驚きである．

07070707 風　　景

夜　景
長崎三大夜景は，日本三大夜景の一つである稲佐山，龍
馬の像がある風

かざかしら

頭公園（龍馬通りを登るのが楽．途中に，
亀山社中がある），鍋冠山である．いずれも展望台があり，
長崎湾と，その周りに広がる夜景（図 9）が楽しめる．た
だし，東京で育った筆者には，長崎は日が暮れる時刻が遅
く，戸惑いを感じる．夕日の頭を小突いて，「早く沈め」
と言いたくなる．東日本に住む人は，日の入りの時刻を確
かめておくとよい．
ところで，「石橋」電停から少し入ったところに斜行エ
レベータがある．更に，垂直エレベータを乗り継ぐと，
グラバー園の最上部にある第 2ゲートの外に出る．ここ
からは，水辺の森公園（長崎みなとまつりやハーレーフェ
スティバルの会場）が見下ろせ，長崎は緑の山に囲まれ
た港街だと実感できる．なお，稲佐山に背を向けると，
Uの字にえぐれた谷に，家々が点々としているのが見え
る．夜になると，この谷間を埋め尽くす家々の明かりが，
見る人をやさしく圧倒する．更に，標識に従って，400 m

ほど歩くと（400 m登るわけではない），鍋冠山の展望台
に出る．展望台までの坂道の左手には，谷間にせり上が
る幻想的なきらめきが眼下に広がり，空中を歩いている
と錯覚しそうな素晴らしさである．展望台からは，左手
に，女神大橋，大波止ターミナルから 20分で行ける温泉

のある伊王島（俊寛僧都の墓がある）が見える．長崎湾対
岸の正面に見えるのは稲佐山山頂の展望台の明かりであ
る．右手には，黒々とした北方の山頂の手前に，市街地
の明かりが強弱のアクセントを付けて広がる．なお，長
崎湾に豪華客船が姿を現す夕暮れは，三脚に張り付いた
カメラマンで，展望台は鈴なりである．
立山（長崎湾を見下ろす高台）
長崎駅から長崎四福寺の一つである福済寺まで歩いて
も 10分と掛からない．福済寺の裏山の墓地の狭い石段
を上りきり，振り返ると，深く切り込んだ長崎湾が正面
にまっすぐに延びるのが見える．長崎湾をまたいで美し
いシルエットを描いているのは女神大橋である．女神大
橋の上方には，長崎湾をふさぐ形の遠方にかすんだ，昭
和の終わり頃までは二つの島だった香

こうやぎ

焼の緑が見える．
橋の左手が女神，右手が男神で，江戸時代，この狭まっ
た両岸の間に，異国船からの防衛ラインが引かれていた．
湾の右手は，稲佐山を最高点に，緑に覆われた起伏が続
いている．雲の陰になった部分は濃い緑色，直射日光を
浴びた部分は淡い緑色である．稲佐山の頂上には，紅白
の横縞のある鉄塔が立つ．麓は造船所のドックで，巨大
なクレーンが見える．湾の左手も，緑に覆われた起伏が
橋の向こうまで続いている．左手にグラバー園がある．
更に手前には，長崎市街が広がっている．青い長崎湾が
川，両側の緑の山並みが土手，河川敷にはドックと市街，
そんな感じの風景が眼下に展開する．長崎湾を背に，こ
こ（立山）を更に登れば，桜の名所，長崎駅からバスで約
20分の立山公園に出る．
海の展望所
長崎の三大行事は，くんち，精霊流しと，春のハタ揚
げ（相手のハタの糸を切るけんか凧のこと）である．4月
の第 1日曜日，ハタ合戦に，2万人が集まる唐八景公園
は，長崎駅から唐八景までバスで 30分，そこから整備さ

図 9　夜景（鍋冠山） 図 10 　浦上天主堂 図 11 　長崎歴史文化博物館
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れた遊歩道の登り 5分の平らな山頂にある．ここからは，
北に市内最高峰の八郎岳，東に茂木漁港，橘湾を見下ろ
し，その向こうに，雲仙を頂く島原半島，その右手に天
草，西は稲佐山，その手前に長崎湾，その左手に伊王島，
高島，東シナ海と，360度のパノラマが広がっている．
静かな日に歩くと，中国の山と湖を見下ろす気分になる．
実際，唐八景は，中国の西湖の眺望に似ているところか
ら名付けられた．なお，長崎のハタは，江戸時代に，オ
ランダ船で，インドネシアあるいはインド辺りから伝来
した南方系のものである．江戸時代は，ハタ合戦に熱中
し，身上をつぶす人もいたそうだ．
平和公園，浦上天主堂，爆心地公園
電停「松山町」または「大橋」から，少し歩くと，丘の
上の平和公園に着く．右手が天を指し，左手が水平に伸
びた，たくましい肉体美の男性座像「平和祈念像」は，平
和公園の北側中央にある．この平和祈念像の右手奥は，
崖上の「天主堂の見える丘」である．ここから数百 m先
の正面に，被爆後再建の二つの尖塔に挟まれた三角屋根
の浦上天主堂（図 10）が見える．夜になると，平地の中
の小高い丘に，ライトアップされた赤れんがタイルの外
壁が浮き上がる．浦上天主堂の庭では，原爆の熱線で焼
けただれた石像（マリア像など）が，被爆当時の様子を無
言で語っている．また，北側の川べりには，被爆により
30 m以上吹き飛ばれた重さ 50 tの鐘楼が残っている．
平和公園にある「平和の泉」の先の石段を下り，少し
南に行くと，原爆落下中心碑の建つ爆心地公園に出る．
ここが， 1日ごとに大きくなる円周上の人が原爆で亡く
なっていったとの「死の同心円」の中心である．この公
園には，原爆で破壊された浦上天主堂の壁が移設されて
いる．また，公園の東の川岸では，被爆当時の地層が見
られる．原爆資料館，長崎市平和会館に行くには，ここ
を，東に少し登ればよい．なお，浦上は，江戸時代及び
明治時代，キリシタン弾圧に苦しんだ地である．
如
にょこどう

己堂
放射線障害により，後 3年の命と宣告された永井博士
は，長崎大学医学部で被爆した．夫を心配し，どんなこ
とをしてでも現れるはずの奥様は，その日，医学部を訪
れなかった．このため，博士は，奥様の死を確信したそ
うである．被爆から 3日目の夕方，学生死傷者の処置を
終え，自宅に戻った博士は，そのときの模様を次のよう
に語っている．「私は家へ帰った．ただ一面の焼灰だった．

私はすぐに見つけた．台所のあとに黒い塊を．そばに十
字架のついたロザリオの鎖が残っていた．焼けたバケツ
に妻を拾って入れた．まだぬくかった．私はそれを胸に
抱いて墓へ行った．私の腕の中で，妻がかさかさと燐酸
石灰の音を立てていた」．
戦後，博士は，二人の子供と，浦上の人々が建てた畳

2畳 1間の家「如己堂」（新約聖書の「己の如く人を愛せ
よ」より命名）を書斎兼病室として暮らした．この如己堂
に隣接した「長崎市永井隆記念館」は，自らの白血病と闘
いながら被爆者への救護活動を続け，原爆に関する医学
的な研究と多くの著作を残した博士を忍び建てられた．

0808080808 む　す　び

筆者には，語学の才がないのか，長崎弁は，いまだに
さっぱり分からない．最も，それで不便なことはない．
長崎の人は，独特の文化を維持しつつ，よそ者を温かく
受け入れる文化を持つからだろう．是非，長崎を何度も
訪れて，あるいは移り住んで，楽しんでほしい．ただし，
長崎を満喫するには，丈夫な足腰と胃と肝臓が必須であ
る．なお，長崎の歴史を楽しく学びたい人は，長崎奉行
所立山役所の公邸を復元した長崎歴史文化博物館（図 11）
を見学するとよい．また，長崎の街をぶらぶら歩くには，
「ながさきさるくコースマップ（http://www.saruku.info/
coursemap.html）」が便利である．
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小菅義夫（正員：シニア会員）

小説家志望．しかし，就職が有利
と理工学部を選択．ただし，ずぼ
らな性格を自覚し，実験・実習の
ない数学科に進学．卒業後，工場
生活を約 20 年，研究所生活を約
10年．現在，基礎学力が実務に使
える若者を育成中．小説家への再
チ ャレンジ時期を模索中．
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はじめに1
前回（no.17）は娘とともにゲルマラジオを作った状況

を紹介した．娘は自分が作ったラジオから音が出て御機
嫌であったが，その横でちょっと微妙な夫婦の会話．

「狭い部屋なのよ．こんな木の枠，どこに置くのよ」
「電波の偏波面を考えればこっちの出窓かな（図 1）」
「……」

妻の無言は（そういうことじゃなくて……もう！）を
意味するのであろうが，夏休みの宿題が早く片づくとい
う一言と娘の笑顔がおおむね全てを解決してくれた．更
に，大地震の後の停電中もニュースを聞くことができた
ため，このラジオは居住権を得られたようである．
 前回の製作では，筆者が学生の頃，当時の電電公社電

気通信科学館でお手伝いした工作教室で学んだことや感
じたことが役に立っている．また，イヤホンの雑音につい
ては，卒業研究生の頃に遊びに行った他の研究室の諸先輩
が教えて下さった．皆様に感謝したい．筆者は，教育職で
もなく，定例的な工作教室の指導者でもない．むしろ，こ
の記事を読んで下さっている皆様の中に，教育手法や工
作教室の実践方法にもっと詳しい方もいらっしゃるはず

である．僭
せんえつ

越ながら，前回は，一人の父親として娘の前で
考えたことを紹介した．根本的な理科離れ対策も大切で
あるが，待ったなしで，今日も目の前の子どもは育ってい
る．船底に穴があいたような事態では，二等航海士であっ
ても船長に僭越ながらと挨拶する暇はない．沈没する前に
親や社会人としてやるべきことをやろう．
本シリーズでは製作記事や論文とは視点を変えて，子

どもへの説明事例や教材としての工夫などを中心に筆を
進めている．拙文が，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．

前回製作への御意見2
筆者が勤める電子航法研究所でも，一般公開日に工作

教室を開催することがある．まずは，職場や学生時代の
仲間に前回の原稿に関する意見を求めてみた．
はんだ付けにこだわらない配線方法については，おお

むね好意的な反応であった．実際に，ゼムクリップや画
びょうで配線している工作教室があるそうだ．
また，身の回りの物を使ってラジオができることに大
きな意味があるとの指摘もあった．最近の電子機器は進
歩しすぎて，簡単には作れないものが多い．子どもたち
から見ると，ハードルが高すぎて挑戦する気にもなれず，
別世界の特別な人たちの仕事であり，自分には関係がな
いと敬遠してしまう．身近ながらくたのような部品がラ
ジオになってしまうことは，無線通信工学が遠い世界で
はないと感じさせてくれる．つまり，ちょっと手を伸ば
せば届くことが大切である．
放送が聞こえない例もあった．音は出たが放送ではな
かった事例の原因は，強力な雑音であった．また，回路
に触れる場所によっては音が聞こえなくなる．
一番多かった御意見は，「写真の木製枠はちょっと…」

というものであった．ごもっとも．もちろん，適当な大
きさの厚紙や段ボールに切れ目を入れてスパイダーコイ▲図 1　出窓の実験スペース

＋Play Workshops for Children

子どもと遊ぶ

Lecturer小瀬木　滋
Shigeru Ozeki　独立行政法人電子航法研究所 ゲルマラジオを改造しよう
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ルを巻いてもよい．父親としての事情を書かせて頂くと，
ラジオ製作の直前に，娘はちょうどジュール・ベルヌ
の小説を読んでいた．それにからめて興味を持ってもら
えるように，19 世紀風実験装置にしたかったのである．
１時間ほどの木工で娘が興味を持ってくれるなら，えん
やこら．それぞれの家庭にしかできない工夫があるはず
だ．多くの子どもが集まる工作教室でも，地域性など教
室の個性を生かすいろいろな方法を楽しめる．

実験前になぜ遊ぶか3
前回紹介したラジオを作る前の部品遊びについて，本

題からずれるので不要ではないかとの御意見があった．
しかし，筆者は必要であると考えている．
その昔，保育園に娘を迎えに行ったとき，保母さんか

ら頂いた毎月のプリントに子どもとの会話について注意
事項が書かれていた．まずは，子どもが感じているであ
ろうことに同感する一言を話し，それから伝えたいこと
を話すことが基本だそうだ．これは，外国出張中に，「お
はよう」，「こんばんは」，「ありがとう」を現地の言葉で
言うことと似ていて，会話に心を開く一言になる（図 2）．
 当然ながら，子どもの心の状態がいつも同じとは限らな

い．最初の一言で素直に話を聞くこともあれば，全く通じ
ないこともある．特に，いろいろなストレスを感じていると
きは思考範囲が極端に狭くなる．周囲に流されないよう何
かにしがみつくかのように，特定の物事や方法に固執する
のは危険信号．目の前で手を振る救いの神ですらも無視し
てしまう．
落語家が本題の前に心を開いてリラックスさせる最初
の笑いを用意していることは，参考になる．同感し，リ
ラックスさせ，話を持ち出すことが基本になる．前回の
記事でもラジオの本題に入る前にちょっと部品で遊ばせ
ることを書いたが，子どもと話を始める手段である．む

しろ，子ども心に戻って一緒に遊ぶことから始めたい．

子どもと実験作戦会議4
前回，筆者は子どもに挑戦する心を持つよう背中を押
すことを勧めたが，具体的な話題には触れなかった．実
験現場を広い視野で見渡して状況の変化に対応できる平
常心や，見通しに裏付けられた自信を持つことが意図す
るところである．自然の摂理を相手に単なる「挑戦」や
「根性」だけでやり遂げられるはずがない．

・ 見通しとイメージトレーニングが自信の元
・ 興味を持ったものなら自力で調べさせよう
・ 失敗に備え，失敗を足場にする姿勢を見せよう

ラジオに限らず，実験の前には，子どもと一緒に作戦
会議をしよう．危険回避や実験観察のポイントが分から
ないままでは誰でも不安になる．何が起こるか見通しを
立て，その上で作業手順をイメージさせれば不安も軽減
される．説明と実験を簡単なものから順次積み上げるこ
とで言葉と実際がつながり，イメージもつかみやすい． 
例えば，子どもがハムスターを飼いたいと言い始めた
ら，小学生はもちろん，幼稚園の子どもであっても世話
の方法を自分で調べさせよう．作戦会議は調べるポイント
（戦略：ハムスターの飼い方を知る）や，方法（戦術：本，
友人，ペットショップなどの調査方法や結果の整理）など
を明確にするのみである．モチベーションが高いうちに調
べさせると，幼稚園児であっても，読めない文字や言葉の
意味を調べながら一生懸命に本を読み始める．子どもが自
分から学ぶ姿勢を実習してくれる機会は逃せない．
子どもには，何かの機会に失敗に対処する方法を見せ

ておきたい．目的（戦略）が一つでも，計画立案の際に独
立性が高い複数（少なくとも 3種類）の手段（戦術）を準
備検討することは大切である．失敗に備えて多角的に考
え準備しておけば，リスク回避も楽になり，失敗を踏ま
えて次に進むことができる．職場の実験でも，時間や物
資の制約が多い屋外や飛行中の現場実験でとまどわない
ように，状況に応じた実験手段の選択や変更の判断基準
も事前に準備するよう若手に勧めている．

容易ではない高周波5
中波ではなくより高い周波数の電波を受信したいとの
御要望もあった．残念ながら筆者の追試はまだである． 
短波を聴取する場合，コイルを小さくしてインダク▲図 2　演習問題：どう声を掛けますか？

＋
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タンスを下げ，感度低下を補償するためにアンテナを追
加する方法がある．短波アンテナなら 10m前後の電線
で作れるため，何とかなる大きさである．遠くの放送局
の受信は困難であろうが，近所に短波のアマチュア無線
局などがあれば聴取できるかもしれない．
VHF（Very High Frequency）では，配線方法への配
慮が必要になり製作が大変になるが，FM（Frequency 
Modulation） 放送を聴取した例も報告されている
（http://www.k5.dion.ne.jp/~radio77/ge-radio/w500.
htm など）．周波数が上昇すると，電線のインダクタン
スが高インピーダンスになり，同時にストレーキャパシ
ティが低インピーダンスとなる．このため，配線形状を
コンパクトに固定しないと共振周波数が定まらない．ま
た，多くのゲルマダイオードも数十MHz 以上ではキャ
パシタ成分が優勢になるため，受信感度が劣化する．更
に，周波数が高くなると伝搬減衰が大きいため，送信局
に接近しなければ聞こえないと予想される．
VHF 回路の製作は，学部学生にもハードルが高い実験
である．中波 AM（Amplitude Modulation）放送のため
のゲルマラジオが小学生にも手頃な教材であることを再
認識したところである．

コストダウンの試み6
一番厳しい指摘は「部品の値段が高い」というもので
あった．前回の部品代は木枠を除いて約千円であったが，
公的機関などが記念品として不特定多数の皆様に配布で
きる品物は多くの場合一人約 100 円である．工作教室
なら多少の部品代は必要経費として認められるであろう
が，限界はある．コストダウン対策として，電子航法研
究所の大津山，米本他，有志がいろいろとアイデアを出
してくれた．感謝．下記に対策案をまとめる．
セラミックイヤホンは，約 300 円であったが，セラ

ミックスピーカで代用できる．100 円のメロディカード
にすら使われている安価な部品である．筆者が入手した
ものは，1 個 50 円の分厚いものであった．実際に使っ
てみると，音質はセラミックイヤホンより良好であった
が，音量は同程度であった．イヤホンかヘッドホンのよ
うに耳に当てながら使おう．
バリコンも，約 300 円であったが，固定コンデンサと
コイルタップで代用できる．22 ～ 270 pF のセラミック
コンデンサを数種類用意して，バリコンの代わりに接続
し，コイルをクリップで挟む位置を調整して同調できる．
試しに 150 pF のものを用いてみたが，900 kHz 前後の

数局に容易に同調できた．セラミックコンデンサは，単
品で 1本約 20 円，まとめ買いすると数円である．もち
ろん，金属と絶縁体を使ってバリコンを自作することも
選択肢である．過去の製作事例には，アルミホイル，傷
物 CD，その他，いろいろな材料が用いられた．
コイルの電線やシールドクリップもまとめ買いにする
と，それぞれ数十円になる．事務用の目玉クリップも安
い代用品になる．
これで，親子二人で 200 ～ 300 円．おおむね目標の
金額であるが，まだ工夫の余地はある．

部品交換して遊ぼう7
今回は，コストダウンの実験以外に，検波回路で遊ん

でみた．前回も紹介したように，いろいろな部品を検波
回路に使える．クリップを使う配線で部品を交換するだ
けなら改造も簡単であり，数分で実験できる．
　筆者の場合は，手元にあ った発光ダイオード LED 
(Light Emitting Diode) を使ってみた．図 3のように，
透明樹脂に封入され，樹脂の一部はレンズになっている
高輝度赤色発光のものである．赤色発光ダイオードの順
方向電圧はゲルマダイオードの数倍あるため，よほどの
強電界地域でなければ音は聞こえないはずである．しか
し，意外なことに，昼間の明るい窓際では，むしろゲル
マダイオードより大きく明瞭な音が聞こえた．夕方，薄
暗くなるとぼそぼそとした音になり，やがて何も聞こえ
なくなる．手を発光ダイオードにかざすなどして明るさ
で音が変わることに気がついたら，子どもと一緒に懐中
電灯などで照らして遊んでみよう．なお，ダイオードを
交換すると同調周波数が若干変化する．交換して音を比
較する際は再度の同調が必要である．
　この他に，真空管やバイアスを掛けたシリコンダイ
オードでも検波可能である．検波器やコヒーラの自作例
も見られる．これらの製作事例は，図書やウェブサイト
も多い．手近なものを御参照頂きたい．

▲図 3 　セラミックスピーカ，発光ダイオード，セラミッ
クコンデンサ，シールドクリップの例

＋Play Workshops for Children
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　検波という同一機能を持つ部品が 1種類ではないこと
を，子どもの基礎知識に応じて話す機会である．

・ 検波用部品の歴史的な変化
・ 部品の原理や特徴の違い
・ 目的と特徴に応じた選択方法

検波という目的を満たす手段が多くあり，状況に応じ
て手段を選択するという思考は，決まった答えのみを要求
される学習問題集とは異なる頭脳を使う．手段のメリッ
トとデメリットを子どもと話し合ってみよう（図 4）．

父：「発光ダイオードの方が大きな良い音だね」
子：「でも，昼間しか使えないのは不便だよ」

などといろいろな物差しで考えることは，頭の体操になる．

少年少女無線探偵団8
航空管制通信や無線標識のモールス符号を聴取できた

ら，放送ではない業務用無線の世界に接することができ
る．ゲルマラジオを用いる本物の業務通信の受信に挑戦
してみよう．今回は，可能性の準備調査から．
中波放送よりやや低い周波数では，NDB（Non 

Directional Beacon）がトーン信号とモールス符号を送
信している．長い歴史を持つ航法無線送信局であり，飛
行機のパイロットや船舶の航法士は，その電波の到来方
位を測定することで船舶や航空機の位置を確認してき
た．前回製作したゲルマラジオの共振周波数を半分から
3分の 1にできれば，受信できる可能性がある．共振回
路のコンデンサを 2～3倍にすれば，改造も簡単である．
読者の皆様の近所にも，NDB はあるかもしれない．所

在の一覧は手元にあるが，あえて記載しない．子どもと

一緒に，スパイか探偵ごっこのつもりで，「秘密の送信局」
の情報収集を遊ぶのも楽しい．探偵諸君に指令．

・ NDB という秘密の無線局の信号を受信解読せよ
・ 手掛かりは以下のとおり
　　－ 改造ゲルマラジオでNDB信号を受信可能
　　－NDB はパイロットや船乗りが使う
　　－NDB を書いたパイロット用の地図がある
　　－ 近くに行くとモールス符号が聞こえる

ウェブサイトに頼らず，図書館を探検して航空や海
事関係の雑誌や専門書を探し，アンテナの目撃情報な
どいろいろな情報源を総合的に検索する調査を子ども
に経験させる機会でもある．専門職への公開情報なの
で，少しのヒントさえあれば小学生でも行き先を見つ
けるであろう．
工作教室なら，「探偵団」を数班編成し，各班対抗で調
査させると盛り上がるかもしれない．仲間と協力分担し
ながら情報収集の糸口を探し出す能力や予断を持たずに
情報をていねいに整理分析する姿勢は，将来必ず役に立
つ．調査報告会も楽しい．的確な答えに至るいろいろな
方法を報告し，相互の結果や手順を確認できる．
大人の側では，精度 1桁でよいから受信可能範囲の見

通しを立てておこう．NDB 局の送信出力は 2 kW以下で
ある．筆者のゲルマラジオと受信環境の場合，100 kW
の中波 AM放送局からの信号の有無を判別できる限界は
約 50 kmであった．このため，周波数が約 3分の 1で
出力が 2 kWの送信局を受信するなら約 20 kmが受信
限界となる．調べてみると，残念ながら筆者宅で受信で
きるNDBはないが，遊びに行ける距離に送信局が見つ
かった．
というわけで，同調回路はでき，おおまかな見通しも

立った．次回は，ループアンテナで方位探知をしながら
NDB送信局を探し出すフィールド実験について，作戦会
議や実験状況を報告することになりそうである．

む　す　び9
今回は工作教室の様子を紹介する予定であったが，諸
般の事情により工作教室が延期となった．次回以降は，
工作教室の様子や，方位探知実験の作戦会議と実施状況，
ゲルマラジオの性能向上など，ゲルマラジオを使って遊
ぶ工作や実験を，順次紹介する予定である．拙文が実験
を楽しめる子どもを増やし，更に 10 年後の理工系進学
者が増加したなら望外の喜びである．

▲図 4　ただいま改造中：クリップなら簡単

＋
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ま え が き

航空機に搭載する空中衝突防止装置（山岳，建造物等
との衝突防止機能は除く）ACAS（Airborne Collision 

Avoidance System）の研究開発，商品化をするために
は各国並びに国際機関で制定した標準規格を満たす機
能，性能及び装備，運用条件を満足する認定試験をクリ
アすることが必須である．
空港，航空路において航空交通管制を行うために航

空機の識別をする目的で ATC（Air Traffi c Control）ト
ランスポンダを搭載（搭載義務化）している．　　　

ACASは周辺機の ATCトランスポンダに質問信号を
送り，応答信号を受信して各周辺機との相対距離，高度
差等を知る．これらの情報を処理して空中衝突を回避す
る可能を各種航空機に搭載してフライト試験を実施した
成果で実証した．
このフライト試験の方法と成果は ACASの国際的な標

準規格の策定段階において貢献できたので紹介する．

研究開発の背景と経緯

■  研究開発の背景
ACASの開発は 1950年代から米国において行われ，
多くの文献で紹介されている．また，我が国の開発経緯，
技術的な内容についても多くの文献等で発表されている．
　本稿では世界に先駆けて挑んだ Beacon方式 ACAS

の研究開発に取り組んだフライト試験成果について紹介
する．

1960年代に我が国において将来は航空交通管制の高
度化には ATCトランスポンダの普及が大きな役割を果

たすとして旧東洋通信機株式会社（以下，TOYOCOM

という）は 1967，1968（昭和 42，43）年度に旧運輸省
航空局の研究補助金（以下，研究補助金）を受けて「小
型，軽量，安価な ATC用トランスポンダに関する研究」
を実施した．また，1969（昭和 44）年度にも同じ主旨
で ATCトランスポンダの関連研究として飛行中の高度
情報の応答を可能とする「航空交通管制用高度情報装置
（気圧高度をディジタル値に変換するMODE-C装置）の
実用化の研究」にも取り組んだ．
従来，TOYOCOMは自衛隊機の味方識別装置 IFF，

SIFトランスポンダ（IFF：Identifi cation of Friend on 

Fore，SIF：Selective Identifi cation Feature）関連の
事業実績を有する企業である．
その技術を活用して民間機搭載電子装置の事業に進

出することを目標に研究補助金の成果を反映した形式
ATR-1000，ATR-3000の ATCトランスポンダを FAA

（Federal  Aviation Administration，米国連邦航空局）
の TSO（Technical Standard Orders，技術基準命令）
を取得し，我が国初の民間機搭載電子装置の商品化をし
た．商品化した ATCトランスポンダは海上保安庁所属
機，航空大学校訓練機，東北電力所有のヘリコプタ，読
売新聞社等報道機関の航空機等に販売した．

■  研究開発の経緯
ACASの研究開発の開始は 1967，1968（昭和 42，43）

年に実施した研究補助金対象の ATCトランスポンダに
関する研究の成果報告書に，この研究成果は将来，「航
空機上における衝突防止装置に応用できる」と社外研究
指導者（故）岡田 實先生の提言として記載した．　
この提言を反映して 1970（昭和 45）年度には，これ

 RAENG／航空電子システム＆EMC 研究所代表  平田俊清
Toshikiyo Hirata

空中衝突を防げ！
航空機衝突防止装置の開発，標準規格化へ挑戦と苦戦
～フライト試験で実証することが最大の武器！！～
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らの研究補助金を得て「航空機衝突防止に関する研究」
に着手し，1971（昭和 46）年も継続していた．同年，７
月 30日に全日本空輸株式会社（ANA）の旅客機（B727）
と航空自衛隊機（F-86）が雫石の上空で空中衝突を起こ
して旅客機の乗客，乗員 162名が犠牲になった．
この空中衝突事故をきっかけに ACAS（当時は Beacon 

CASを称して BCASといった）の導入が急務だとして研
究開発が強化継続された．

1972（昭和 47）年も同様に研究補助金を得て「航空
機衝突防止に関する研究」を促進した．更に，雫石上空
での空中衝突事故の重大さから 1973（昭和 48）年には
（財）航空振興財団に航空機衝突防止調査委員会（以下，
ACAS調査委員会という）を発足し，委員長には故 岡田
實先生が就任された．この委員会は長期にわたり ACAS

の開発及び導入に至るまでの国際的動向の調査と我が国
の ACAS開発を積極的に支援推進した．
故 岡田實委員長の後任には水町守志教授が委員長に
就任され，ACAS委員会は我が国における ACAS開発
支援，推進の中核となる役割を果たされた．

ACAS委員会の活動成果は，（財）航空振興財団の報
告書に公表されている．ACAS委員会から TOYOCOM

は，下記に示す ATCトランスポンダ利用 ACASの技術
的要件について調査検討することを委託された．
（1 ）航空機の識別を目的とした ATCトランスポンダ
の応答信号から得られる距離測定精度（測定距離の
変化から接近速度を求め衝突までの時間を予測す
る）は ACASに活用できるか否かを調査検討する．

（2 ）複数機が隣接すると応答信号が重複して受信され
る（以下ガーブル信号という）．このガーブル信号
を解読できる方策を調査検討する．

（3 ）ACASが周辺航空機を検索するための質問信号と
自機及び周辺機 ATCトランスポンダの応答信号が
海面等に反射することで不要警報を発する可能性は
あるか，また改善策を調査検討する．
① 　 ACASの質問信号が海面等に反射し，自機の

ATCトランスポンダが応答することによる誤警
報（自機の影を見て脅威機と判断）の除去改善策
を調査検討する．

②  　 ACASの質問信号による周辺機 ATCトラン
スポンダからの応答信号と海面等に反射した質問
信号の応答信号を受信した（海面反射の応答信号
を含む）ガーブル信号を解読できる方策を調査検

討する．
（4 ）ACASが普及した場合には航空交通管制用の地上

SSR（Secondary Surveillance Radar）への ATC

トランスポンダからの応答率の劣化，フルーツ雑音
（他の質問信号に応答した信号）増加の影響につい
て調査検討をする．
① 　 ATCトランスポンダの応答率の劣化の許容値
を調査検討する．
② 　フルーツ雑音の増加率とその影響及び対策につ
いて調査検討をする．

ACAS調査委員会は ACASの実用化の見通しが得ら
れた 1985（昭和 60）年以降は ACASの ICAO （Inter-

national Civil Aviation Organization：国際民間航空
機構），FAA，RTCA（Radio Technical Commission 

for Aeronautics：航空無線技術委員会），ARINC/AEEC

（Aeronautical Radio Inc./Airlines Electronic Engineering 

Committee，米国無線協会 /民間航空電子技術委員会）
等の規格標準化の動向，各国の導入計画と運用状況に
係る課題と改善策等についての調査検討が主な議題で
あった．
この委員会の活動成果は既に多くの機会に報告されて

いるので省略する．

ACASの各種フライト試験の概要の紹介

ACASが商品化に至るまでの TOYOCOMで実施した
主な ACASのフライト試験を次に示す．
①　 ACAS調査委員会から受託したフライト試験
② 　旧 防衛庁技術研究所からの受託研究における自
衛隊機によるフライト試験

③　 ACAS－Ⅰを米国内でフライト試験
 　 TOYOCOM製の商品化を目指した ACAS－Ⅰ
（小形機搭載用の近接警報装置で回避指示は表示し
ない）を米国 A社と協同で実施したフライト試験

④　 ANA機での実機・運航路のフライト試験
 　 TOYOCOMが開発した ACAS－Ⅱ（旅客機等中
大形機に搭載する接近警報と回避指示を具備機能と
する）を ANA機ロッキード L1011に搭載し，主要
航路でのフライト試験

■  ACAS調査委員会から受託したフライト試験
1973年 ACAS調査委員会は発足早々，故 岡田委員長
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を団長に米国の FAA，ACAS開発企業を訪問し，製品名
EROS（MDC社），AVOIDE（Honeywell社），SECANT

（RCA社）等と称されている ICAS（Independent ACAS，
相手機にも同一方式のACAS装置の搭載が必須）の開発
進捗状況を調査した．調査結果としては実用化にはほど遠
く，購入または貸与ができる装置が存在しなかった．
調査団は帰国後，既に TOYOCOMに委託している試
験用 ACAS試作装置を前頁左段（1）～（4）項の委託テー
マについて早期フライト試験を実施できないかとの打診
が 1973年 9月に ACAS調査委員会からあった．その
要請を受けて，1974（昭和 49）年 2月からフライト試
験を実施するためには下記に示すアクションアイテムを
解決する必要があった．難題が山積したが，1972年度
に研究補助金で試作していた ACAS試作装置を搭載試
験装置に改良した．
（1 ）改良した ACAS試作装置とフライト試験データ測
定装置の製作及び各種測定装置等を RTCA/DO-160 

Environment Conditions and Test  Procedures 

for Airborne Equipment（一般航空機用電子機器環
境試験方法）に準じた試験を実施して航空機搭載条
件をクリアして航空局の認可を取得する．

（2 ）旧 関東電波監理局から質問信号の送信に用いる
1,030 MHz及び ATCトランスポンダ応答信号の
送信に用いる 1,090 MHzの航空機実験局の免許を
取得する．

（3 ）試験用航空機 CESSNA206を２機チャータする．
チャータ機には飛行位置を把握するために高精密地
図作成用カメラを装備する．

（4 ）ACAS試作装置，フライト試験データ測定装置，
その他試験に用いる機器類等をチャータ機に装備す
るために航空局から修理改造認定を取得する．

上記（1）～（4）のアクションアイテムの作業内容を可能
な限り具体的に分解して PERT法（Program Evaluation 

and Review Technique）を用いて行動計画書を作成し
た．各アクションアイテムは「何時から」「何時まで」，
担当者及び分担責任者を含め，どのアクションアイテム
がクリティカルなアイテムであるかを全員が認識して取
り組んだ．当然，各アクションアイテムを分解した業務
には想定内の問題と業務内容の実績誤差がある．
多少の誤差，想定外のことは共通の課題認識を持ち取

り組んで解決し，予定どおり 1974年 2月からフライト
試験が実行できた．

Beacon方式の ACASのフライト試験を世界（米国は
BCASには正式には着手していない）に先駆けて挑戦し
てフライト試験データを得ることは，今後の研究開発を
進めるために，標準化への寄与と事業戦略を展開するた
めにも PR効果が大きいと判断して実施した．　
フライト試験は ATCトランスポンダの応答信号を用
いた距離測定精度と応答率及び解読率を測定することに
的を絞って実施した．ATCトランスポンダは本来，航
空機の識別を目的とした装置である．距離測定は二次的
要素である．
二次的機能の信号で衝突予防を満たす相対速度の精度

が得られることの検証は重要な課題であるため，初回試
験で検証した．
■ ATCトランスポンダ利用 ACASの距離精度の試験
当時は GPSもない，航空機に搭載可能で簡便な距離

測定ができるレーザ測定装置も容易には準備ができな
いので，得意技術分野の超高精度（±5×10－1024 h－1， 
短時間安定性±１×10－11s－1以下）の時刻装置を活用し
て試験機 A，Bの相対距離を測定した．
新たな挑戦にはプロジェクトが得意とする技術を有効

に活用（測定リスクの回避）することが最強の武器である．
（1）距離測定の準備
図 1には高精密地図作成用カメラを装備した CESS-

NA 206 A機，B機（高精度地図作成カメラの写真は掲
載できない）と ACAS装置及びフライトデータ測定装置
の概要を示す．
超高精度時刻装置を A，B機に搭載して非同期の質問

信号の受信時間差から距離を測定する．非同期とはい

CESSNA206 A 機 CESSNA206 B 機

ACAS 試作装置 8mmカメラデータ記録

ACAS 測定装置

図 1　CESSNA 206 と ACAS 初フライト試験装置
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次大きくすることで複数機がほぼ同距離に存在しても各
機のわずかな送受信感度差を利用してカーブル条件を緩
和できる結果を得た．感度が異なる受信機をほぼ同じ位
置に数台配置して送信機出力（P1，P3送信電力）を少し
ずつ順次大きくし，受信できた受信機の動作を順次オフ
（P1，P2送信電力値を前の P1，P3の送信電力値と等し
くする）にすることで受信感度が良い順に区分すること
ができる手法である．この手法をWhisper Shoutと称
し，ガーブル下の応答信号の解読率を改善する有効な手
段であることの検証を行った．この手法の有効性は評価
され標準規格に寄与した（特許取得）．なお，質問信号と
Whisper Shoutについては多くの文献で紹介されてい
るので詳細は省略する．
■　質問・応答信号のマルチパス対策

ACAS質問信号が海面等に反射して自機の ATCト
ランスポンダが応答することで不要な警報を発生する．
この条件は離発着時に多く発生する可能性が高い．
しかし，海面，地表条件によっては 33,000 ftの水平

飛行時においても発生（後述する「ANA機での実機・運
航路のフライト試験」項の ANA機試験で確認）している．
この改善対策としては，自機 ACASが質問信号を送信し
た後，自機 ATCトランスポンダの応答を抑圧する機能
を応用することが肝要であることをフライト試験で検証
した．この要件も標準規格に反映されている（図 2）．

■  旧 防衛庁技術研究所からの受託研究
旧 防衛庁技術研究所から 1975～ 77（昭和 50～ 52）

年度に SIFトランスポンダ利用 ACASの研究開発につ
いて TOYOCOMは研究開発を受託した．
旧 防衛庁技術研究所では民間の航空管制システムと

共存運用している味方識別 SIFトランスポンダ（MODE-

1，2，3/A，Cで 3/A，Cが民間と共通機能）を航空機衝

え，A，B機が質問する時刻は正確に管理されている．
①   出発前に A，B機は質問周期を下記に示す設定を
した．質問周期は３秒にして次の条件で校正をした．

　・A機の質問周期は正時３秒ステップに設定する．
　・�B機の質問周期は A機の質問周期３秒＋1 msに

設定する（＋1 msをオフセットした質問周期と
する）．

（2）距離測定
① 　 A機は正時を基準に 3秒ごとに B機へ質問をす
ると B機は応答する．

　・�A機は B機からの応答時間差から相対距離を
測定する．ATCトランスポンダ応答遅延時間
＋3μsに±0.5μsの誤差値が含まれた相対距離
が得られる．

　・�A機は B機からの質問信号を受信して A機の正
時 +1 msとの時間差から相対距離（One Way）を
求める．この相対距離には ATCトランスポンダ
の応答遅延誤差（±0.5μs）は含まれていない．

② 　 B機は正時＋1 msを基準に 3秒ごとに A機に
質問をすると A機は応答する．

　・�B機は A 機からの応答時間差から相対距離を
測定する．トランスポンダ応答遅延時間には
＋3μs±0.5μsがオフセット距離誤差となる．

　・�B機は A機からの質問信号を受信して B機の正
時－1 msとの時間差から相対距離を求める．

両機の測定結果から，真値±15ｍ（σ）の距離測定精
度が得られた．この試験結果は，周辺航空機を検索す
る周期（Surveillance  Epoch）と追尾予測（Tracking  

Estimate Window）値を定めることに寄与した．
また，この試験結果はフライト試験データ測定装置の
ディジタル表示モニタ（時刻，相手 ATCトランスポン
ダ応答から求めた相対距離，相手質問信号を受信した
時刻から求めた相対距離，自機高度，相手機高度）を
8 mmカメラでコマ撮り撮影して記録した．
また地図作成機能カメラ（時刻装置に同期動作）のデー

タから飛行位置を把握した．現在はこのような苦労の必
要はないが，当時は，容易に大容量のデータを収録でき
る手法としては簡便，安価で効果的な手段であった．　
■　応答信号の「ガーブル」解読対策
ガーブル対策の飛行試験は 1975（昭和 50）年に実施

した．ガーブル対策は質問信号（P1，P3パルス）と抑圧
信号（P1，P2パルス）を順次組み合わせ，質問電力を順

・ガーブル対策試験
・マルチパス対策試験

（左）NB-2 機に搭載する
          ACAS 装置

ACAS 装置

データ
収録装置

ACAS 操縦席 指示器

図 2　搭載機（NB-2）でのフライト試験　
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突防止の対向装置として利用した場合に自衛隊機特有の
高速度，上昇，下降及び旋回等の敏速な運動特性に適応
した SIF方式 ACASの性能を評価するためにフライト
試験を実施した．この試験結果は脅威機の相対速度（F-4

戦闘機対応）で ACAS監視距離 14海里（NM）の妥当性
と機体運動性能に適応した追尾方式の検証ができた．脅
威判定（Threat Logic），回避能力等の試験も実施した．
第 1段階の試験は，事前に準備したフライト試験プログ
ラム（高度差 500 ftをオフセット）に沿ったフライト試
験であり，予定どおりの追尾，脅威判定，回避指示（こ
の試験では従わない）等の成果が得られた．第 2段階の
複数機の試験も順調に終えた．しかし，第３段階におい
てフライト試験プログラム（脅威機の侵入角度，高度差，
上昇，降下速度，旋回指示に従う回避行動を行う試験）
も順調に進んでいたが，最後の数フライト試験で想定外
の回避指示に従ったフライト試験結果となった．
例えば上昇指示に従って回避していると突然，下降回
避指示となる等，それは想定外のリゾリューションアド
バイザリの回避指示であった．
試験後，不具合と考察して試験データの分析を行った

が，原因は把握できなかった． 

原因調査のために次のフライト試験の延期を提言した
ところ，試験機，侵入機のテストパイロットは承知の上
で想定外のフライト行動を行っていたので回避指示は正
常とのコメントがあった．脅威機は SIF-ACASが回避
を開始した直後に，侵入機は急速な上昇，下降，旋回行
動等のコース変更（詳細のコース変更は記載できない）
を行ったとのコメントがあった．原因を把握できたので
引き続きフライト試験を行いすべての試験を計画どおり
終了した（図 3）．
このフライト試験から周辺機，脅威機の旋回行動に

よっては Tracking Estimate（応答信号が欠落した場合
の補足） 能力によっては Phantom Targetが発生して
不要警報の発生になり得ることのヒントから Tracking

と回避アルゴリズム（ACAS Logic）の改善を行った．
その改善は Tracking outした航空機が Estimate さ
れ Phantom Targetして残り，Tracking outした航空
機が再 Trackingされ，New Targetとなり 2機と判断
することを除くアルゴリズムに変更した．
また，相互回避（Complementary Maneuver）のた
めに相互データリンクの機能必要性を痛感した．
この重要な課題にヒントを頂いた両機長には感謝して

います．

■  ACAS－Ⅰを米国内でフライト試験
ATCトランスポンダの関連研究として「高度情報装

置の実用化」に取り組んでいたことから米国の航空計
器メーカ A社と ACAS－Ⅰ（近接警報装置）を A社の社
有機 B-90C（ビーチ社機）に搭載して 1977，1978（昭

機内 SIF 式 -ACASデータ収録機内 SIF 式 -ACASデータ収録

C1機 SIF-ACAS 装置

SIF-ACAS 装置試験：航空自衛隊 C-1型輸送機

図 3　輸送機 C46&C-1 機内試験風景と SIF-ACAS 装備

図 4　A 社 B-90C 機に TCAS-Ⅰを搭載

表示機能

・NO TURN 
・NO ALT
・MORE TARGETS
・CLIMB・LEVEL・DIVE 
・RANGE（NM）

・NO TURN ：旋回禁止 　・NO ALT：接近機の高度不明
・MORE TARGETS：複数の接近機あり
・CLIMB：上昇　・LEVEL：水平飛行　・DIVE：下降のアドバイス
・RANGE（NM）：接近機までの距離表示

TCAS-1(ACAS-1) 表示器

図 5　B-90C 操縦席と ACAS－Ⅰ指示機
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和 52，53）年にマイアミ－タンパ－ワシントン DC－セン
トルイス－ヒューストン－タンパの米国空域でデモンス
トレーション飛行を行った（図 4，図 5）．TOYOCOMは
ACAS－Ⅰ（米国では TCAS－Ⅰ）を A社に OEM提供し
てビジネス機，自家用機等の市場に販売を依頼する事業
計画であった．
当然，実機に搭載するために BFE（Buyer Furnished 

Equipment，航空機所有者が装置を選択して装備す
る）製品とし，FAAから STC（Supplementary Type 

Certifi cation，補充型式証明）を取得した．事業化する
ために翌年 1978年に再度 STC，TC（Type Certifi -

cation：型式証明）の申請をしたが，FAAは DABS（その
後はMODE-S）Based TCAS（国際的には ACAS）の開
発を準備している段階（次年度の 1978年表明）であり，
TCAS－Ⅰ（近接航空機の表示，回避指示はしない装置）の
STC及び TCの追加認可はできないと明言した．

FAA は TCAS－Ⅱ（近接航空機と脅威機に対して回
避表示をする装置）の TSO，RTCA/MOPS（Minimum 

Operation Performance Standard，最少運用性能要
件）の標準化作業中であり，TCAS－Ⅱの標準化作業を優
先する方針が示されたので 1978年に ACAS－Ⅰの事業
計画は凍結した．
航空機搭載電子装置の開発と事業化は FAAの方針と

RTCA/MOPS，ARINC/AEECの標準化に協力すること
が最優先であり，その重要性を痛感した．

■  ANA機での実機・運航路のフライト試験
ANA機 L1011には将来航空機衝突防止装置を搭載す
るスペースプロビジョンを有しており，そのスペースに
ACAS－Ⅱ（当時原形 BCASと称した）装置を搭載して，
1978，1979（昭和 53，54）年に羽田－札幌，羽田－福岡，
羽田－鹿児島，羽田－沖縄等主要路線において 226回の
フライト試験データを取得した．フライト試験データは

記録装置の汎用カセップテープに収録してフライトごと
に整備部門から渡され分析した（図 6）．
試験データは飛行高度 2,000～ 40,000 ftにおいて飛

行中に交差する飛行機数と高度差分布，トラッキングレン
ジ，相対速度，MODE-C解読率，ACAS搭載機への最接
近高度差と距離等の結果を得た．フライト試験データの分
析結果の詳細は別の機会に紹介するが，このフライト試
験は我が国が世界に先駆けた実機，実航路での試験であっ
た．1978年 2月 22日の Lincoln Laboratoryとの技術
的な打合せで試験計画と初期段階のデータを紹介した．そ
の結果は非常に高く評価された．

ACAS開発関連機関との関わり

■  FAA の ACAS開発担当官が来日調査
1976（昭和 51）年 FAAの開発担当 B氏が我が国の

ATCRBS-Based BCASの開発状況を調査するために来
日した．航空局と TOYOCOMを訪問した．TOYOCOM

では相模工場での２日間の調査であった．調査は ACAS

開発の目標，実施内容，方法，日程（過去の成果と進捗
状況等）等について説明を求められた．また，各フライ
ト試験に用いた EM（Engineering Model）試験装置と，
その試験データ（地上試験データ及びフライト試験デー
タ）についての質疑であった．特に関心を示したことは，
目標性能及び機能と地上（シミュレーション），フライ
ト試験装置，方法及びデータとその妥当性の検証方法等
についての調査であった．当時の FAAの調査で印象に
残ったことは，なぜ，ATCRBS-Based（MODE-A，C）－
BCASの方式にこだわっているのかの質問であった．
将来は DABSを取り組む予定があるのか．それはい

つ頃になるか等についての質問であった．日本における
DABSの導入の可否の調査も主な調査と思われた．私的
所見としては（DABSの導入は政府が決めることと前置
きして）「我が国の羽田，成田空港における航空機密度は
DABSを導入しなければ安全性が維持できない航空密度
には達しない」，したがって，DABS対応の研究には当
面は着手しない，（将来は個別識別，データ通信機能が
必要，特に国際的に事業展開するためには必要だと内心
は思っていた）との回答では，本音をいえず苦慮した．
質疑はWhy，Why，…Whyの切返しであった．その国
の制度的な障壁は超えられない．飛行試験データ記録装置 ACAS（Beacon-CAS）試験装置

図 6　ANA 機に搭載した ACAS 装置とデータ収録装置
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■  Lincoln  Laboratory の BCASプレゼンテーション
　 に出席

FAAは 1978年２月 21日 Lincoln  Laboratoryにお
いて航空産業界に対して DABS based BCASについ
て説明会を開催した．FAAは長年開発していた ICAS

（Independent CAS） から DABS based BCASの開発
に方針変更する意向を説明会では感じたが，方針変更だ
とは明言しなかった．しかし，その後，DABS based 

BCASの開発を行うとの意思表示を FAAは発表した．
DABSは航空交通管制システムにおける SSRの高度化
（個別識別とデータ通信機能を具備する）が非常に重要で
あることを強調していた．

BCAS Presentationが終了後，Lincoln Laboratory

の BCAS開発メンバから翌日（２月 22日）に BCAS開
発についての技術交流ミーティングが申し込まれた．帰
国を一日延期したミーティングは非常に有意義であっ
た．ミーティングでは 1976年に FAAの開発担当 B氏
と質疑した技術的な内容の他に，ANA機でフライト試
験実施中の中間成果を加えた技術交換を行った．彼らは，
ATCRBS Basedの Surveillance，Tracking，Threat 

Logic等に関心を示した．特に，彼らはWhisper Shout

等の試験方法（試験装置と分析方法）及びフライト試験結
果について関心を示した．
■  米国 R社との協同開発と事業化
米国 R社は航空機搭載電子装置及びシステム化の事
業では世界随一と称しても過言ではない．TOYOCOM

が EMまでを担当し，PM（Production Model）以降は
R社が行うとして進めた（図 7）．

R社製 TCAS－Ⅱは商品化され，多くの航空会社に販
売，普及しており，空の安全に寄与している．

む　す　び

　航空機搭載電子装置の事業に ATC-1000，ATC-3000

の TSOを取得した実績があるとはいえ，国際市場での
研究開発，事業化には未経験であった．
航空機搭載電子装置の研究開発で機能，性能を満たす

製品ができたときは商品化計画の 30％程度であり，各
種標準規格を満たす認定をクリアした時点で約 60％で
ある．その各種規格の標準化において技術的に優位な提
案をして，反映させる武器は，フライト試験のデータを
提示することであった．残り約 40％はサポート＆メン
テナンスとすべての段階でのドキュメントである．
また，航空機製造会社と初回購入航空会社（キックオ
フカスタマ）との契約を得ることの重要性も痛感した．
　目的，目標，実施内容，方法，行動日程，費用計画を
（課題を含む）実行する際に研究開発する企業が有する
得意な技術（Special technology）を有効活用すること
と，その技術は知的（Smart）であり，常に進化（Step-up 

Speed）させることが重要である．
研究開発を実施する前に，競争他社，国内外の動向の
調査等の先行，重視することはあまり薦めない．まず，
目標を達成する内容，方法，課題と対策を十分に把握立
案した後に，敵を知り，対応する，その対応の重要性を
ACASの開発で学んだ．最後に，長きにわたる研究開発
を進めるにあたり東洋通信機株式会社の関係者及び御指
導，御協力を頂いた関係する行政機関，研究法人，財・
社団航空団体法人，航空会社，航空機製造会社，並びに
東京大学名誉教授水町守志先生に感謝致します．

平田俊清（正員）
1960 東京通信機株式会社に入社．電波
事業部技術担当部長，航空衛星機器部長，
中央研究所技術企画室長を歴任．主に航
空関連システム，無線関連システム，衛星
通信システム等の研究開発に従事．1999
退社．2000 RAENG（Radio Appreciation 
Engineering）航空電子システム＆EMC
研究所を設立して現在に至る．

IVSI Display
Weather Radar & ACAS

Display/R 社
MODE-S トランス
ポンダ /R 社

ACAS(TCAS)-Ⅱ EM/
TOYOCOM

図 7　ACAS －Ⅱの EM 試作装置
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本大会の会場となる北海道大学は，札幌市の中心部に
位置する広大なキャンパスを有しており，その広さは東京
ドームの約 38個分の面積に匹敵します．キャンパス南端
のクラーク会館前から北端の北 18条門までの約 1.2 kmを
メインストリートと呼ばれる道路が一直線に貫き，その左
右に各学部・施設等が立ち並んでいます．
キャンパスへの交通アクセスは充実していますが，
キャンパスが南北の広い範囲に広がっていますので，目的
の場所によって最寄駅は大きく異なります．キャンパス南
端の正門は JR札幌駅，地下鉄南北線さっぽろ駅から徒歩
7分程度です．本大会の会場となります高等教育推進機構
はキャンパス北端に位置していますので，JR札幌駅から
徒歩で 20分以上の時間を要します．公共交通機関を御利
用の場合は地下鉄南北線北 18条駅が最寄駅となり，同駅
から大会会場まで徒歩 10分程度です．
北海道大学の起源は，日本最初の近代的大学として明治

9年（1876年）に設立された札幌農学校にさかのぼります．
キャンパス内には，札幌農学校時代以来の歴史的・学際的
な建造物が立ち並んでいますので，休憩時間や会場へ向か
う道中などに散策されてみてはいかがでしょうか．
北大の表玄関となる正門は，昭和 11年，旧日本陸軍特
別大演習の実施に際し，昭和天皇陛下をお迎えするために
新たに建造されたものです．正門を入ってすぐ右側にある
北大事務局の建物は，旧制北海道帝国大学予科の校舎とし
て利用されていたものです．正門から 100 mほど進んだ先
の左側には南門があります．現在の正門が建造される以前
に正門として利用されていたものが，昭和 11年に南門と
して現在の場所へ移設されました． 

南門を左手に見ながら更に西側へ進んで行きますと，な
だらかに起伏している広い芝生の緑地があります（図 1）．
ここは中央ローンと呼ばれ，かつてはサケもそ上した天然
河川（サクシュコトニ川）が流れていました．中央ローン
の周囲には古河記念講堂（図 2），農学部本館（図 3），旧昆
虫学教室などの歴史的建造物とともに，「Boys, be ambitious

（少年よ，大志を抱け）」の言葉で有名なクラーク博士の胸
像もあります．
中央ローン付近からメインストリートを北上し，左手

にエルムの森を見ながら進んでいきますと，旧理学部本
館（図 4）が左側に見えてきます．ここは現在，北海道大
学総合博物館として利用されており，世界的にも貴重な学
術標本・試料が多数保管されるとともに，一般向けにも公
開されていますので，見学されてみてはいかがでしょうか．
旧理学部本館前を通過して間もなく，左手に北大内で最も
有名な観光名所「ポプラ並木」とその周囲に広がる北大農
場へ向かう小道があります（図 5）．ポプラ並木の場所に初
めてポプラが植えられたのは 1912年で，過去に 1959年と
2004年の 2回，台風による被害を受けています．現在は倒
木等の危険がありますので，残念ながら，並木内の歩行は
禁止となっています．
メインストリートに沿って更に北上していきますと，東
側にイチョウ並木，西側に工学部の大きな建物があり，や
がて大会会場の高等教育推進機構に到着します．メインス
トリートは会場にほど近い北 18条門が終点となりますが，
同門を越えた北側には更に北キャンパスが広がっており，
モデルバーン（札幌農学校第二農場）などの見所もありま
すので，時間があれば是非，散策してみて下さい．

北海道大学 小柴正則，山本　学 
Masanori Koshiba        Manabu Yamamoto

電子情報通信学会

～会場の近くを散策してみませんか～
2011年ソサイエティ大会の開催地から

図1　中央ローン 図2　古河記念講堂

図3　農学部本館 図 4　旧理学部本館

北海道大学●
キャンパス

図 5　ポプラ並木と北大農場
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はじめに

私の研究活動は昭和29年（1954年）京都大学の学部

4年生の卒業研究で恩師の前田憲一先生の研究室を選ん

だところから始まる．前田研究室では電離層の計測技術
なども研究対象にしたが，学部，大学院修士課程，博士
課程では主として超低周波数電波のいわゆるホイッス

ラーモード伝搬に関連した研究を行い，その後は京都大
学を定年で退職するまで，電離層を含む地球近傍の超高
層電波科学を主な研究テーマとしてきた．つまり，私が
研究を始めた頃を境目として，無線通信における電離層・
電波伝搬の研究が超高層あるいは宇宙電波科学と呼ばれ

るカテゴリーの研究に大きく変遷することになった．そ
のきっかけを作って頂いた前田憲一先生御自身のキャリ

アについて最初に簡単に触れたい．
前田先生は昭和7年（1932年）に京都大学電気工学科

を卒業され，逓信省電気試験所に入所された．英国の
Appleton卿が電離層E及びF層の存在を電波で確認した

のが1925，26 年であり，短波の電波が電離層を介して遠
距離通信に貢献することが確認されて間もない頃であっ

た．したがって当時最も重要となっていた無線通信に関わ
る電離層の研究が上記の電気試験所で行われており，前
田先生の携わられた研究課題でもあった．以来太平洋戦
争中のレーダの研究を含め，電離層・電波伝搬関連の研
究が先生の終生の一つの柱となっている．この研究所は

昭和17年に文部省電波物理研究所として電気試験所から

分離され，昭和23年電気通信研究所（4年後に日本電信
電話公社となる）ができて前田先生はその基礎部長として

対象を電気通信の広い分野に広げられた．昭和28年に
母校の京都大学に教授として戻られてからは，坂井利之助
教授（現 名誉教授）らを指導して音声タイプライタの研究

を始められ，また当時の電気通信学会に電子計算機専門
委員会を作り，その初代委員長を務められたりする傍ら，
東京大学生産技術研究所の糸川英夫教授と協力して，日
本で超高層を観測するロケットの開発を推進された．そ
れが実現すると，国内の研究者に働きかけて，実際に超
高層を観測するロケット搭載用観測機器の開発とロケット

実験の陣頭指揮をされた．これがその先日本の科学衛星
と宇宙科学，宇宙開発の時代へと発展していった．
以下では私の研究者歴を紹介することになるが，京都

大学でのその後の担当は無線通信工学講座であった．講
義は別として，研究内容が通信工学というカテゴリーか
らずれて宇宙科学の分野に進んでいくことには少なから

ず引け目を感じてはいた．しかし，全く新しい分野を開
拓できることへのインセンティブが強く，以下に述べる
ように工学部で電気工学を専門とする一研究者としては

かなり特異な研究者歴を歩んできたことになる．

学部の卒業研究
私が卒業研究で選んだ前田研究室で８名の卒論学生
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に示されたのは，パラメトロンや進行波管などを含む
電子工学分野の研究テーマが大部分で，電離層・電波
伝搬の研究に関わるようなテーマは1件だけであった．
それが“ホイッスラー空電”に関する英国 Cambridge 
大学 Cavendish Lab. の研究者 L. R. O. Storey の学位論

文（1）であった．
私はそれまでにアマチュア無線局を開局していたこ

ともあり，無線通信に興味を持っている学生と見ておら
れたのか，前田先生はこの英語の論文を私に渡されて卒
論のテーマとなった．このとき初めて英語の論文を読む
こととなって慣れない当惑もあったが，当時の湯川記念
館（湯川先生のノーベル賞受賞を記念してできた研究所）

の図書館で関連の文献も合わせ調査をして，かなり意欲
的に勉強したことを覚えている．
ホイッスラーは雷放電を源とする電波であるが，その

電波のうち数kHzの低周波成分が下部電離層を突き抜

け，それより高い領域内を伝搬すると地球の磁界と電子
の影響により，この媒質中を光速に比べて数十分の1以
下の遅い速度で，かつ磁力線方向にかなり引き寄せられ
て伝搬する結果，地球磁力線に近い通路で反対半球まで
到達して地上まで到達すること，またこの通路で数十回
以上も反射を繰り返す（ホイッスラートレインと呼ばれ

ている）こともあり，地上でアンテナをつないだ低周波
受信機で受信しスピーカで聞くと，ピューという時間と
ともに周波数が単調に下がる楽音として聞かれる不思議

な現象である（ホイッスラーの例，図１）．
Appletonらは電離層のE層，F層を地上からの電波の

反射波の遅延時間計測により発見したが，その後地球の
磁界を考慮した電離媒質内の電波の屈折率を与えるいわ

ゆるMagneto-ionic Theoryを1932年頃に発表している．
Storeyの論文によると，ホイッスラー現象を説明する理論
は英国のEckersley により既に1935年に発表された．す

なわち彼はAppleton のMagneto-ionic Theory から，周
波数が電子のサイクロトロン周波数以下では電離層中を

ゆっくり伝搬できるモードがあることを見つけた．特に可
聴周波数になると，伝搬速度が周波数の増加とともに大
きくなるので，電離層中にインパルス性の電波があるとそ
れが伝搬して地上に達することが可能で，ホイッスラーの
ような周波数－時間特性をもって観測されるはずであると

考えた．しかし電離層中にそのようなうまい電波源を見つ
けることができず説明は不首尾に終わっていた．
その後1950年頃になって，ホイッスラー現象と地上

の雷放電との間に高い相関が見つけられ，先のEckersley
の理論が見直された．Storey は，Magneto-ionic Theory
を使って，特に地球磁力線の効果を考慮した電離媒質中
の伝搬でEckersley の指摘した伝搬モードのものは，群
速度が地磁気磁力線に近い方向に向かうことを理論的に

導いた．したがって，地上の雷放電による電波のうち可
聴周波数（VLF：Very Low Frequency）帯の電波が電離

層に入射すると，地球の磁力線に沿って伝搬でき，反対
半球の磁気共役点まで伝搬できる．そこで反射した成分
がまた電離層に入射すると，元の波源まで戻ってくるは
ずである．これを地上で観測すると元の雷放電と相関の
ある電波が観測され，しかもEckersley の予測したよう
に実際のホイッスラー現象の周波数－時間特性を持った

ものが観測されることになる．ただこの論理には大きな
前提があった．雷放電の電波がこのように雷発生点付近
を通る磁力線に沿って磁気共役点まで伝搬するためには

中高緯度から出る磁力線が赤道を通る地上数千kmの高

度まで１cc当り数十個以上の電子が存在しなければなら

ないという点である（その時点では電離層F層の外側は

観測する手段がなく，電離源もないことから，電子密度
はその上では指数関数的に急速に減少して真空に近くな

ると考えられていた）．しかし，Storey の理論がホイッ
スラー現象についてあまりにも適切な説明であったこと

から，むしろ地球周辺の電子密度分布がそのようになっ
ていなければならないはずであるという必然のものとし

て理解され，国際的にも大変センセーショナルな話題と
なったのである．
1957年10月2日に旧ソ連がスプートニクを打ち上げて，

電離層高度より高いところまで到達したこと，またそれに
引き続く米ソの観測衛星で地球周辺の電子密度も測定さ

れるようになり，ホイッスラー現象の理論から得られた推

kc
20

0

図１  ホイッスラーの周波数スペクトルの例
（横軸 : 時間１メモリ 1秒，縦軸周波数で上限 20 kHz）
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測が間違いではなかったことが明らかになった．一般に
は上記のスプートニクの打上げをもって宇宙時代の到来と

いわれるようになったが，これより3年前のStorey のホ
イッスラー現象の論文発表は，人類が地球周辺構造に対
する認識を新たにさせた画期的な出来事であった．

大学院修士課程での研究
大学院修士課程（1955～ 56年）に進学した後，卒

業研究で調査をした雷起源のホイッスラー空電について

更に検討を加えた．Storeyの論文は地球周辺プラズマ空
間の中でのその電波の通路が磁気共役点間を結ぶような

1本の磁力線に近い通路をとる可能性について述べてい

る．しかしこの理論では，そのような通路を何度も反射
を繰り返しながら伝搬するようなこと（地上で観測され

た前述のホイッスラートレインの例）が可能なのかどう

かには疑問を持った．そこで修士課程ではその通路を幾
何光学的に計算してみたいと思ったが，当時は電子計算
機も実用になっていない時代であり，超低速の手計算で
やらざるを得なかった．地球周辺の同心球状に高度とと
もに密度が指数関数的に減少するような電子密度モデル

を仮定，地球の磁力線をダイポールモデルで近似し，三
次元プラズマ空間を磁気子午面内に限定して緯度で分割

して，地磁気の効果により異方性となるプラズマ媒質中
でのスネルの法則を用い，何とかホイッスラーの通路ら
しきものを求めることができた．その結果の伝搬通路は
1本の磁力線に沿うというようなものではなく，かなり

ずれることが分かった．したがって，これではホイッス
ラートレインと呼ばれるような現象は説明できないこと

になる．この結果は修士2回生（1956年）の間に英文
の論文（2）として発表し（図2参照，論文図面も手書き），
国際会議でも前田先生が報告されたので，外国からも大
いなる反響があった．初めてそのような現象の伝搬路を
計算したことを世界の多数の人々が認め，高く評価して
もらえたことはうれしいことであった．
その5年後には電子計算機が実用になり米国の研究者

Yabroff が木村の手計算で用いたのと同じ条件で通路方程

式を数値積分により計算した．その結果，我々の手計算
は大局的にはOKであったが，球殻を粗く分割したこと
による計算誤差のために通路のずれが認められた．しか
し1本の磁力線からは大きくずれることは再確認された．
後日のことであるが，レイトレーシングにより求められ
た通路は，実際科学衛星により観測されるホイッスラー
の伝搬特性をよく表していることが確認されている．一
方前述のように，地上観測でしばしば見られるホイッス
ラートレインの現象は，ある磁力線に沿って電子密度が
周囲より高くなっていることがあり，その中では周囲よ
り屈折率が高いために，光ファイバ中の光伝搬と同一の
原理で，特定の磁力線に沿って低減衰の伝搬を繰り返す
ことが可能となることが分かり，ダクト伝搬と呼ばれて
自然な電子密度分布のプラズマ空間を伝搬する通路とは

区別されている．

大学院博士課程での研究
私は卒業研究や大学院修士課程の研究でホイッスラー

現象に関する研究に携わったので，電離層の物理学が大
きく変貌していくことを認識した．しかし一方大学院
博士課程の頃の1957～ 58年は国際地球観測年（IGY：

International Geophysical Year）と呼ばれ，国際的に電
離層を含めて地磁気，極光（オーロラ）及び夜光，太陽
活動，宇宙線，などを総合的に観測することが国際的に
決められた．また南極観測，ロケット観測も旧ソ連や欧
米では実施された．南極観測は1957年から日本でも始
められ，またロケット観測は前述のように日本でもその
プロジェクトが立ち上げられた．したがって，前述のよ
うに一方ではホイッスラー現象に触発されて，これまで
重要視してきた電離層から更に外圏に目を向けなければ

ならない過渡期であったが，他方では IGYという国際的

図２  ホイッスラーの伝搬路のレイトレーシングの結果
　　　（ 実線は，地表の矢印の緯度から出た電波の通路，破線

は同様な緯度から出る磁力線を示す）
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な事業への参画があり，前田先生は私にそれまでの理論
的な研究に加えて，実験的な研究も経験するようとの配
慮から，電離層観測に対する新しいアイデアを授けられ
た．すなわち，京都近辺の中波帯放送局の電波を直交ルー
プアンテナで受信し，実効的なループアンテナ面を送信
点方向に垂直に向けることにより，直接波（地表波）を
消去し，残った電離層反射波のみを抽出する．地表波と
の到達時間差を測定するために，放送の変調信号（音声，
音楽など）から帯域フィルタで特定周波数成分を抜き出

し，CRT（Cathode Ray Tube）上で波形比較する方法を
試みた．後には変調波形をゼロ交差波にし，地表波のゼ
ロ交差パルスで掃引（x軸）を始めて，電離層反射波の
ゼロ交差パルスを y軸に入れると，これまでの電離層観
測法と同様の反射エコー表示が可能となる．このように
して斜め伝搬波による電離層の高度測定を行うことに成

功した（3）．電波研究所で通常行われていたいわゆる垂直
打上げの電離層観測では夜間，中波帯電波の低高度での
反射エコーが観測に掛かりにくかったこともあり，新し
い夜間の下部電離層観測法の開発としてその成果を昭和

33年春の電気関係学会全国大会で報告（図3，当時は予
稿も手書き原稿）したが，電気通信学会の第8回（昭和
33年前期）稲田学術奨励賞を頂いた．
大学院博士課程では，上述のような新しい電離層観測

手法の研究に加えて，ホイッスラー現象と同時に観測さ
れる雷放電を源とする現象以外の各種のVLF電波現象

の理論的研究も行った．地球周辺のプラズマ圏内ではホ
イッスラーモードの各種の電波現象が存在し，地上でも
観測されることはStoreyの論文でも述べられているが，
その波源は謎であった．しかし太陽から放出される高エ
ネルギーの電子やプロトンなどは地球に到達すると，地

球の磁力線に捕捉されて磁力線に沿ってスパイラル運動

をしていると考えられてもいた．これらの電荷はホイッ
スラーモード伝搬波とサイクロトロン共鳴的な波動－粒

子相互作用をすることにより電波が増幅されたり，新し
い電波が放射されたりすることがあり得るのではないか

と考えられた．私はそのような波動－粒子相互作用によ
る不安定性を調べる理論研究を行い，電波も荷電粒子運
動も地球磁力線に沿っているという仮定の下では，進行
波管（TWT：Traveling Wave Tube）のように電子のス

パイラル運動が電波の増幅をもたらすのではないかとい

う考え方について検討した．しかし，TWTでは電子の流
れと，らせんに沿って進む電波の進行方向が同一である
が，ホイッスラーモード波では波動の周波数が電子のス
パイラル運動の周波数（サイクロトロン周波数）より低

いので，電波が電子の流れと逆に進まないとサイクロト
ロン共鳴が起こらない．また，磁力線に沿って流れる電
子流とホイッスラーモード波との相互作用の線形近似に

よる解析では不安定は生じないこと，むしろ波動と同一
方向に進むプロトンの流れを考えると，電波の増幅が起
こり得ることなどを確認し，論文として発表した．
当時は核融合の理論研究がスタートした時期でもあ

り，このような現象の発生理論の研究は核融合プラズマ
を研究する物理学者の関心とも重なり，広い分野の方々
と議論できたことは有益であった．ただプロトン流との
相互作用によるこの不安定性は増幅度が小さく，地球周
辺で起こる多種の波動現象発生の主原因となるには不十

分と考えられた．
実際に観測される現象としては，例えば地上から発射

されるVLF送信局の電波が地球周辺を伝搬中に荷電粒子

と遭遇すると，その周波数が急激に上昇したりする現象
がある（図4はオメガ信号（10.2 ～ 13.6 kHz の間の固

定周波数で送信されていた航法電波）から放射されたト

リガード放射の例（あけぼの衛星観測））．そのような現
象の解釈は線形近似の理論では歯が立たなかった．その
後私が教授になって以降に私の研究室で博士課程を終え

た大村善治氏（現在京都大学生存圏研究所教授）は引き

続き同種の研究を続けられ，ごく最近にコンピュータシ
ミュレーションにより電子のスパイラル運動と電波との

逆向きの相互作用を非線形効果と非相対論的効果を含め

て計算することにより，実測されている現象をほぼ完璧
に説明することに成功したとのことである．私が博士課
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図３　放送波を利用した電離層観測（日没時の E層の高度変化）
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程学生として研究を始めた頃から実に50年以上が経過

している．この間の計算機性能の画期的な向上とそれを
活用したコンピュータシミュレーション技術の発展の成

果に感服し，研究にはそれぞれの時代で研究のツールに
依存する限界があることを痛感させられた．

スタンフォード大学での研究
VLF 電波現象の観測に世界的にも大きな実績を持つ

スタンフォード大学電波科学研究所のHelliwell 教授が

1964～ 65年にスタンフォード大学に私を招待して下さっ

たが，ホイッスラー電波のレイトレーシングの結果を発表
した1956年の私の最初の論文がきっかけである．スタン
フォードに滞在中は電子計算機 IBM 7040 が自由に使え

たので，地球の周りのプラズマの分布の組成を水素，ヘ
リウム，酸素の三種のイオンを入れたものとし，イオン
の効果が伝搬路に及ぼす効果を初めて求めることができ

た（4）．伝搬に電子の効果のみを考慮した場合には電波の
ポインティングベクトルが磁力線を横切ることができない

が，周波数がイオンのサイクロトロン周波数に近い場合
にはイオンの効果によりVLF電波が図５の赤線に示すよ

うに伝搬途中で磁力線を横切って反射するようなことが

起こることが分かった．この結果その後の科学衛星観測
で見つけられたいろいろな現象がこのイオンの効果で説

明できることも明らかになった．その後このプログラムが
国際的にもこの種のVLF電波の地球周辺空間（以後，磁
気圏と呼ぶ）の伝搬路を計算する標準的な手法となって

いる．スタンフォード大学に滞在の1年半の間に，ホイッ
スラーモードのレイトレーシングの他，博士課程で力を注
いだ地球周辺プラズマ中の波動－粒子相互作用に関連す

る南極における地上観測データなど，スタンフォードで

なければ見ることのできない貴重な観測データを調査し，
計３件の研究成果を論文とすることもできた．

ロケット実験との関与
1957 ～ 58 年の IGY 以来，糸川先生・前田先生等の

御苦労により国産の超高層観測ロケット開発が着々と

進展した．当初は秋田県道川海岸のロケット実験場で
発射が始まり，1958 年には高度が 60 km くらいまで
上がるカッパー 6形ロケットが開発され，このロケッ
トでIGY事業に参加ができた．当初の観測対象はロケッ
ト到達高度までの気温・風速の高度分布や宇宙線の観

測などであり，研究室としては前者を担当し，私も実
験協力者として参加した．
その後カッパー8形ロケットが開発され，到達高度が

200 kmを超えるようになって，ロケット発射場も鹿児
島県大隈半島の内之浦に移されたのは1962年で，私が
助教授となってからである．それ以後に関与したロケッ
トは南極昭和基地での実験も含め17機ほどになるが，
その中でもここで特に御紹介しておきたいのは，ホイッ
スラーモード伝搬の研究の延長として，地上から発射さ
れるVLF電波をロケットで受信し，そのドップラーシフ
トを測定することにより，電離層の電子密度分布を求め
るというプロジェクトである（5）．測定対象の電波は最終
的には千葉県検見川から送信されている40 kHzの標準

電波（JG2AS）とオーストラリア北西岬から送信されて

いる22.3 kHz（NWC局）の２信号であった．
周波数 fの電波をロケット上で受信したときのドップ

ラーシフト∆ fは電波の周波数，ロケットの速度，屈折率，
電波の伝搬ベクトル方向とロケット速度ベクトル方向と

のなす角度の余弦に比例する．ロケット上でドップラー
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図４　 オメガ信号と電子のスパイラル運動と
の相互作用で発生するトリガード放射

    図５　地球周辺の電子とイオンの分布も入れたレイトレーシング
（実線は磁気緯度 10°N（a），30°N（b）の波源から出る１kHz 電波の通路．破線は磁力線）
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シフト量を測定すると，屈折率が求められ，理論式から，
電子密度が求められるという原理である．
それまで米国やソ連では短波帯の電波を使った同様の

実験は行われていたが，原理的に精度が不十分であった． 
我々の使ったVLFの電波では電離層内の屈折率が数十～

数百となる（短波帯では屈折率は1以下の小さな値とな

る）のでドップラーシフト量が大きく周波数変化の測定

が容易になる．また電波の伝搬ベクトル方向の情報が必
要であるが，屈折率が電離層中では上記のように大きい
ので，スネルの法則から伝搬ベクトル方向が電離層にほ
ぼ垂直になるのでその方向が既知となる．したがって，
電子密度が高精度で求められることが確認された．
更にこの実験で予想しなかった重要な下記の成果が

得られた．一般に電波は電離層中では固有モードとして
地球磁界方向に向いて右回りのモード（Rモード）と左

回りのモード（Lモード）があり，それぞれ屈折率が異なる．
VLF 帯電波では，ある高度で Lモードがカットオフされ
てそれ以上では Rモードだけになる．ドップラーシフト
量は数ヘルツであるが，ロケット自身の飛翔安定のため
に数サイクルの右回りのスピンが掛けられているため，
ロケット上で観測するドップラーシフトはLモードとRモー

ドで，ロケットのスピン周波数の2倍だけ周波数がずれ
て見えることになり，両偏波が明瞭に弁別されて観測で
きることが分かった．おかげで下部電離層を電波が上
昇していく間に起こるRとL両モードの存在高度とRモー

ドだけになる高度を，ドップラーシフト周波数の時々刻々
の変化のグラフから視覚的に明瞭に確認できた． 
またこの実験では，主として千葉県の標準電波を使う

予定であったが，南半球のNWC信号も同時に観測した．
この電波は南半球から電離層下端と地表の間を導波管

モードで伝搬して九州付近で電離層を透過して下からロ

ケットに到達するモードと，南半球からすぐに電離層に
入射し，ホイッスラーモードで伝搬して北半球で上から
ロケットに到達したモード（図 6）も同時にロケット上で

観測される．これらの両伝搬波はロケットへの入射方向
が逆のため，ドップラーシフト量変化の高度特性が逆と
なって明瞭に分離して観測された（図 7）．すなわち内之
浦から発射されたロケットで南半球に波源を持つ信号も

受信されること，また導波管モードを経て北半球で電離
層に入ったモードから求めた電子密度分布は，千葉県の
標準電波による結果と変わらない密度分布を与えること

も示された．このことは下からロケットに到達する通路
は，ホイッスラーモード伝搬の特異性から，元の波源の
位置には関係しないことになる．したがって，この観測
法では電波源の位置に大きな自由度があることになる． 
その後私たちの実験成果を見た金沢大学の長野勇助教

授（現  金沢大学副学長）の発想で，ロケット軸 zに直

交する x，y方向のバーアンテナを電子スイッチングに
よって例えば25 kHzの等価的な回転を与えることによ

り，JG2AS 信号電波（40 kHz）の左右両偏波成分の周波
数を人為的に50 kHzずらして観測するロケット実験を5

年後に協同で行った．この結果，両偏波成分の信号強度
を容易に分離して測定でき，それぞれの信号強度の電離
層中の変化の推移から，夕刻の下部電離層の電子密度分
布を理論的に推定する手法を確立することができた（6）．

科学衛星による大掛かりなプラズマ波動実験の試み

1970年に日本が最初の人工衛星“おおすみ”を打ち
上げて以来，我々は地球周辺の領域でのVLF電波に関
連する波動現象の観測，並びに衛星を用いた大規模な波
動－プラズマ〈荷電粒子〉相互作用の実験などを行った．
これらについて簡単に述べる．
1979年 9月に科学衛星“じきけん”が打ち上げられた．

この衛星は地球の磁界の効果が強く及んでいる地球半径

の数十倍程度までの範囲のプラズマ空間を指す「磁気圏」

口ケット R

電離圏及び磁気圏

導波管モード伝搬波の通路 送信点
T

磁力線

ホイッスラーモード
伝搬波の通路

磁気赤道

図６　オーストラリアNWC局（22.3 kHz） 信号の伝搬路

0

5

10

15

ビ
ー
ト
周
波
数

（
H
z）

B

BA
A

B

A

（s）

（km）

50

100高度 200 300 330 356 330 300 200 100

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550時間

図７　NWC信号のドップラーシフトの時間（高度）変化
（Aは導波管モード，Bはホイッスラーモード伝搬波）



168 通信ソサイエティマガジン  No.18［秋号］2011

を多角的に観測する衛星という意味である．この衛星は
近地点220 km，遠地点30,000 kmの長だ円軌道であった．
VLF波動現象の観測機器，荷電粒子の分布関数の観測装
置，電子ビームを放出する装置などが搭載された．この
衛星により豊富な観測結果が得られたが，特に，我々と
米国スタンフォード大学との間で行った協同実験（7）に

ついて触れる．
すなわちスタンフォード大学が南極サイプル基地で

運用しているVLF帯電波の放射設備から数 kHzの電波

を放射し，その電波がホイッスラーモードで地上高数万
kmの赤道付近を通過して伝搬するとき，磁力線に沿っ
てスパイラル運動をしている数keVの電子との相互作用

により発生するいわゆるトリガード放射（図４は同様の

現象）を観測するものである．ノースカロライナ州のロ
スマンにあるNASA（National Aeronautics and Space 

Administration）の衛星追跡局に我々が滞在し，テレメー
タ信号をモニタしながら粒子との相互作用をした波動現

象を観測するものであり，また同じ磁力線上にある北半
球のカナダの地上受信局でも同時受信を行った．特に
VLF送信電波の周波数や電力などの条件を変えながら実

験するため，ロスマン局からスタンフォードに電話連絡
し，そこらかATS衛星回線により南極サイプル局のVLF
電波の送信条件の変更を指示するという宇宙空間を大実

験室と見立てた大掛かりなプラズマ実験となった．1日
1軌道で約１か月間の実験を行ったが，そのうち2回に
おいて期待した波動現象と関連する粒子の分布関数の観

測に成功した．電子のエネルギー分布の観測は当時の宇
宙科学研究所向井利典氏（当研究室出身で現在 宇宙航

空研究開発機構宇宙科学研究所名誉教授）が担当し，ロ
スマン 局には協同研究者の松本紘助教授（現在 京都大

学総長）と私の2名が滞在した．
また1989年２月には観測衛星“あけぼの”が近地点

約200 km，遠地点10,000 kmの軌道に打ち上げられた．
この衛星ではオーロラの可視，赤外線カメラ，荷電粒子
の分布関数の測定，背景の電子密度，イオン組成の観測，
VLF～ HF（High Frequency）帯の波動現象の観測など

が行われた．我々のVLF波動観測器では，大きく二つの
実験を行った．一つ目は，現在世界的に稼働している航
法衛星GPS（Global Positioning System）が使われる前

の船舶用航法局として存在した世界で８局のVLF帯オメ

ガ局の10.2 kHzの電波を“あけぼの”衛星搭載の3軸ルー

プアンテナと全長60 mの直交ダイポール形線状アンテ

ナで受信し，その電波の伝搬ベクトル方向，及び送信点
から衛星までの遅延時間を衛星軌道に沿って連続的に測

定し，衛星の飛翔している子午面内のグローバルな電子
密度分布を推定するものである（8）． 
またこの研究の延長として，全長60 mのあけぼの衛

星の観測用ダイポールアンテナの実効長の推定を行い，
地球磁力線とアンテナ方向のなす角度に依存するプラズ

マシースの影響が若干あるが，大部分の衛星高度では，
上記のオメガ信号に対する実効長はアンテナ全長の半分

となることが確認された．この結果は波長に比べて十分
短い自由空間線状アンテナの実効長と変わらないという

結果である（9）．
もう一つの衛星実験は，北半球のオーロラ域，アラ

スカ州フェアバンクスにある米国UCLA（University of 

California at Los Angeles） Wong 教授たちの大電力HF

送信設備（HIPAS）により下部電離層を加熱し，その領
域の導電率を上昇させる．オーロラ領域では定常的に水
平方向の直流電界が掛かっており，ホール導電率の上昇
により，主として東西方向の直流電流が流れると考えら
れている．HF電波の放射期間に，その電波をVLF 周波
数で振幅変調することにより上記の直流電流がVLF周波

数で振幅変調を受けるので，VLF周波数の超大形水平放
射アンテナとなると考えられている．VLF波動の地上観
測ではHIPASの近傍（数百km以内）で変調したVLF周

波数の信号が受信できることは知られていた．このVLF
周波数の信号はホイッスラーモードで磁気圏内を伝搬で

きるはずであり，科学衛星での観測が可能となると考え
られた．日本側は京都大学の他，金沢大学，富山県立大
学の研究者でチームを組み，UCLA のグループとの共同
実験を企画した．あけぼの衛星により，1989～90年の間，
計3回の実験期間中，地上約2,300 km，10,000 kmの衛
星高度でHIPASからのVLF信号を受信することができた．
地上観測のデータと比較することにより，下部電離層内
極域電流のVLF周波数成分のダイポールモーメントを推

定することができた（10）．またノルウェーのトロムゼ近
郊にあるMax-Planck 研究所の電離層加熱用送信設備と

の共同実験も行い，同様な成果が得られている（11）．
このようにVLF波動は電離層を突き抜けてその外側

〈磁気圏の領域〉まで伝搬できるので，衛星と地上とを
観測点とした大掛かりな実験ができる． 
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My Frontier Journey

MUレーダプロジェクト
1985年頃，当時の京都大学超高層電波研究センター

が主導で超高層探査レーダの設置計画が始まり，周波数
の決定や，最適なアンテナ系の設計で当研究室も協力
することになり，周波数46.5 MHz，送信電力（せん頭値）
約1 MW，475本の 3素子八木アンテナアレーシステム
によって行うMU（Middle and Upper atmosphere）レー

ダ計画が決定された．完成後はその設備の活用をする
べく，最も広く使われていた超高層大気の観測ではな
く，地上高1,000 km近辺を周回するスペースデブリ（宇
宙ごみ）の観測を行った．宇宙利用の実用化時代に入っ
て世界が競って飛翔体を打ち上げるので，打上げに使わ
れた物体や，人工衛星との衝突により無数に発生する
破片により，その後の飛翔体打上げにも支障を来すこ
とから，この高度領域でのスペースデブリの分布の把
握が重要視されてきたからである．MUレーダは超高速
でビームステアリングができるので，デブリの自転に
よる散乱断面積の変化の時々刻々の追跡も可能となり，
レーダで検知可能な数十センチ以上のサイズのデブリ

のフラックスの高度分布に加えて，デブリの形状の推定
もできることが分かった（12）．この他，大気，地下探査レー
ダなどの一連の研究があり，これらは全て当時の佐藤
亨講師（現  京都大学大学院情報学研究科教授）の協力

の下で行われた．

その他の研究
私の研究室には鷹尾和昭助教授が在籍し，主としてア

ダプティブアレーアンテナの研究に携わっていた．当時
は国内でもこのプロジェクトの研究者が少なく，将来の
発展が期待されるテーマであると思っていたが，残念な
がら私の京都大学定年退職の翌年（1997年）に早世さ

れた．しかし，そのプロジェクトの元で博士課程の研究
をされた菊間信良氏（現 名古屋工業大学教授）らが現在

第一線で活躍中である．

現在の電離層の役割
電離層は太陽からの紫外線，Ｘ線などにより地球大

気が電離されることによって作られ，電子密度は地上高
70 km程度以上から増加し，昼間は高度300 km近辺で
ピークとなり，それ以上の高さでは指数関数的に減少し

ていく．しかし本稿でも述べたように，1953年以降この
層が地球半径の数倍のところまで広がっていることが分

かり，電離層は電離圏とも言い直され，またプラズマが
多く存在する空間は磁気圏とも呼ばれている．このよう
な媒質中の電波の屈折率はプラズマの密度や地磁気によ

り変化するので，地上から発射された数十MHz以下の
電波は電離層中で屈折し，ある高度で反射する．この効
果で電波が遠距離まで伝搬できることが知られ，無線通
信が国際的に遠距離通信の手段となってきた．電離層の
電子密度の高度分布は，どれだけ高い周波数が遠距離通
信に利用できるかの判断につながるので，昭和の初め頃
から宇宙通信の時代が訪れるまではその観測データの解

析と，電離層生成理論などの理論研究が大変重要であっ
た．現在も，放送や無線通信はなお通信の一分野であり，
電離層の影響が重要であることには変わりはない．しか
し，電離層の生成理論も確立され，電離層プロファイル
のデータも豊富にあるので，地上からの観測は現在は大
変簡略にされてきており，研究の対象としての重要度が
下がっていることは事実である．それに代わって科学衛
星が利用できるようになると，これまで地上からでは観
測できなかった数百km以遠の空間のプラズマ分布を知

ろうとする方向に研究が進んできた．
一方，電離層の密度分布は，太陽光強度以外に太陽活

動に伴う太陽風の時々刻々の変化などに影響を受けて大

きく変動するので，各瞬時のプロファイルは今も予測が
難しい．一方全世界で活用されているGPS航法の電波は
1 GHz以上の高い周波数のため，電離層で反射すること
はないが，地上高20,000 kmを飛翔する衛星からの電波
を受信しており，衛星から地上までの通路は上記の磁気
圏，電離圏内のプラズマの影響を受けて若干遅延する．
その影響は，第1近似での補正はしてもなお地上での
位置計測に10 m程度の誤差をもたらす．その誤差を減
らすには，このプラズマ密度分布の時々刻々の変動をグ
ローバルに知ることが必要となる．その他，電離層内の
電子密度分布は緯度，経度方向に変化があり，層として
は傾きが存在する．この結果電離層反射波は必然的に大
円面内の伝搬をしないので，例えば方向探知機で電波の
波源の位置を知ろうとするとき，大きな誤差を与えるこ
とになる．このように電離層の持つ意味は過去の無線通
信全盛の時代からは大きく変わってきているが，今もそ
の影響はいろいろな場面で現れている．
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む　す　び
「はじめに」でも述べたが，旧来の大学の無線通信工
学講座の責任者でありながら，宇宙電波科学を研究する
ことには違和感を持たれる向きも多いかとは感じてい

る．しかし欧米では理学と工学の間の壁が我が国ほど高
くないこともあり，電波工学の専門家が多数新しい宇宙
電波科学の分野で活躍している．京都大学では超高層電
波研究センターが改組されて現在生存圏研究所となった

が，この研究所も含めて宇宙電波科学の分野を開拓して
いる研究者が京都大学で多く育っており，またそれらの
研究者が日本の他の大学や研究機関でも活躍しているこ

とを付記したい．
またこれまでの研究活動は，私の上司，京都大学及

び宇宙科学研究所を含む他機関，他大学の先輩・同僚・
協力者の方たち，また研究室に在籍された多数の学生
諸君の御協力・御支援なしでは達成できていない．こ
れらの方々に厚く感謝申し上げる次第である．なお，
文献欄には記載していないが，昨年（2010 年）CQ出
版社から刊行された RF ワールド，no.11 に関連した解
説記事を執筆している．
最後にひとこと：大学における科学分野での研究は

どなたの場合でも，研究のスタート時点と研究者ライ
フを終える時点では関心の分野や方向が大きく異なっ

ていることが多い．もの作りなどではそうもいかない
のだろうが，研究者の場合はかなりの自由度があって
もよいのではないか．それぞれの時点で，研究者は自
分の能力が最大限に生かせる方向に進めていれば悔い

のない人生であると思う． 

文　献

 （ 1 ） L. R. O. Storey,“An investigation of whistling 
atmospherics, ”Phil. Trans. Roy. Soc. A., vol. 246, no. 
908, pp. 113-141, July 1953.

 （ 2 ） K. Maeda and I. Kimura,“A theoretical investiation 
on the propagation path of the whistling atmospherics,”
Rep. Ionos. Res. Jpn., vol. 10, no. 3，pp. 105-123, 1956.

 （ 3 ） 前田憲一，加藤進，木村磐根，“放送波を利用し
た夜間の電離層観測法，”昭33電気関係学会連大，
p. 824, 1958.

 （ 4 ） I. Kimura, “Effects of ions on whistler mode ray 
tracing,”Radio Sci., vol. 1（New Ser.） , no. 3, pp.269-
283, 1966.

 （ 5 ） I. Kimura, T. Tomimoto, and K. Hiraishi, “Measure-

木村磐根（名誉員）

1955 京大・工・電気卒．1960 同大学大学院博士課程単位
取得退学．同年，京大・工・電気助手．1961 工博．1962
京大・工助教授．1964 ～ 65 スタンフォード大研究員．
1974 京大・工・電気第二教授．この間文部省宇宙科学研究
所（10 年間），国立極地研究所（2年間）併任教授．1996
定年退職．同年，阪工大・情報科学部教授．1999 ～ 2005
同学部長．2000 ～ 05同研究科長．2007 ～現在，財団法人
（2011-04 から公益財団法人）応用科学研究所代表理事（副
理事長）．地球電磁気・地球惑星圏学会会長（1987 ～ 88），
この学会から田中舘賞（1961），長谷川・永田賞（1996）
を受賞．本会から稲田学術奨励賞（1958），功績賞（1999）
などを受賞．国際宇宙航行アカデミー会員．



日本震災から半年が過ぎましたが，まだ

被災の影響から回復途上にある方も多い

と思います．できるだけ早く復興し，明るく，楽

しい元気の出る生活ができるよう心よりお祈りし

ています．

今回の震災では，技術開発に関して，いろいろ

と考えさせられるとこ

ろがありました．原子

力発電所では想定した

以上の津波被害により

大打撃を受けたこと，

我が国の誇る移動通信

網が地震と津波には想

像以上にもろかったこ

と，余りにも電気に依

存した生活の危険性が

停電により一気に露呈したことなどです．一方で，

ツイッターに代表されるように，災害時の情報伝

達に対して大活躍した技術もあり，電子情報通信

技術の重要性と社会からの期待を改めて認識した

ところもありました．電子情報通信に関わる技術

者の一人として，これまでの研究開発の視点の甘

さ，常識にとらわれすぎていたことを反省し，多

方面から物事を見つめる柔軟性を持って新たな気

持ちで研究開発を進めていかなければならないと

考えています．

技術開発を担っている私たちは決して企業や個

人の利益だけのために仕事をしているわけではあ

りません．皆，未来の社会全体へ貢献していきた

いと願っています．今回の震災は，私たちに他の

国で経験できないような試練を与えました．それ

ならば，その経験を生かし，「電子情報通信技術に

より世界一安全で安心な国」を目指し，研究開発

を推進すればよいと思います．例えば，水没して

も燃えても使える携帯電話や，どんな災害になっ

てもつながる信頼性の高い通信ネットワーク，究

極の災害予知システム，ロボットによる災害救助

や支援システム，電波・レーダによる生存者探査

システムなどはそのような観点での研究開発テー

マとなるでしょう．また，「安心，安全」を普段の

生活まで広げれば，例えば，車載レーダ及び衝突

防止システムを二輪車や歩行者まで適用すること

により，交通事故のない社会を構築するなども良

いテーマです．もっと

視野を広げれば，日本

は世界一の高齢者社会

であるのだから，「電子

情報通信技術により世

界一健康で，高齢者は

世界一元気な国へ」．更

に，日本は資源のない

国なのだから，「世界一

環境に優しいエコな国

へ」などいろいろ動機付

けができるテーマはた

くさんあります．今後

の学会の使命は，この

ような国や社会全体で

取り組むべきテーマを，

国や企業，大学などの

垣根を越えて連携して

いく点にあると考えます．通信ソサイエティでは，

常に，新たな研究テーマを模索し，社会にタイ

ミング良く貢献できるように活動していきたいと

思います．そのような新規テーマがあればいつで

も研究会を立ち上げて活動することもできます．

この B-plus を読んで，このような研究開発の仕事

に携わっていきたいと考えている方がおられまし

たら，是非私たちの仲間となって頂きたく思いま

す．未来の夢のある明るい社会を目指して，是非，

一緒に活動していきましょう．

電子情報通信技術で
日本を世界一の国に

通信ソサイエティ副会長　庄木裕樹
　　　　　　　　　　  Hiroki Shoki

巻末言

東

Afterword©電子情報通信学会 2011



船乗りの体験談を聞いた若者が海の仕事にあこがれたように，
開発の苦労話は困難が大きいほど聞いた後でやる気になってし
まう．開発物語の編集はわくわくする． （S.O.）

中学生のときから好きな歌手が，いまだに第一線で活躍している
のを見ると，その才能と努力には頭が下がるばかりです．一方，
自分自身がどうかというと，せめて努力だけはしないといけない
なと思う今日この頃です． （T.T.）

エネルギー，通信帯域，メモリ，プロセッサ処理能力等々，あ
らゆるものが拡大し続け，湯水のように使って快適さを求める
時代は一段落し，知恵を絞って節約の工夫をする時代がやって
きました．日本人技術者特有のきめ細やかさが力を発揮すると
思います．　　 （H.K.）

〈B-plus〉の創刊準備から携わって 5年，キャラクタもでき，書
店などに並ぶようになったのを見届けて，晴れて引退です．学
会の仕事も数あれど，こんなに楽しんで取り組めた仕事はあり
ませんでした．今回の無人探査機「うらしま」の原稿は，南の島
から，青い海と空，白い砂浜の香りと爽やかな風とともに送ら
れてきました． （M.T.）

7月下旬にオースティンに出張しました．屋外は日本と同様に
暑いのですが，屋内は肌寒いくらいに冷房が効いており，電力
利用に関する日本との温度差を実感しました．会議で知り合っ
た米国電力関係企業数社の方からスマートグリッドの話を伺
い，本号の小特集「グリーン化と IT」は重要なテーマと再認識し
ました． （J.A.）

Editors Note

本誌の愛称は「B-plus」，正式名称は「通信ソサイエティマガ
ジン」，「IEICE Communications Society Magazine」です．
本誌掲載論文を文献引用する際は，邦文略称「信学通誌」，
英文略称「IEICE Commun. Mag.」を用いて下さい．
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　クロード・ シャノン（1916 ～
2001）は近代ディジタル通信と情
報理論の父として知られている．
MIT（Massachusetts Institute of 
Technology）には大学院生とし
て（1936 ～ 41），また教授（1958
～ 78）及び名誉教授（1978～
2001）として所属した．ブール代
数を用いた MIT の修士論文は
20 世紀で最も重要かつ有名な修
士論文といわれている．
　しかし，MIT大学院ではドイツ
語の追試を受けなければならな
かったこと，ベル研究所時代
（1941～72）には一輪車でジャグ
リングをしていたことなどの親し
みやすい面も伝えられている．
　ラウンジのシャノン像の傍らの
白板でディスカッションする MIT
の学生たちが，新たな分野の開拓
を続けている．

【河東晴子】（正員）

MITのシャノン像

シャノンに続く若者がたくさ
んでてくればいいな．僕にも
何かできないかなぁ…
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空中衝突を防げ！
航空機衝突防止装置の開発，
標準規格化へ挑戦と苦戦

技術と制度のおはなし
国際的な周波数分配と衛星周波数の
国際調整について

私の研究者歴
電離層・電波伝搬から宇宙電波科学へ

街plus探訪
和華蘭文化の港街「長崎」
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グリーン化とITの関係を考える

子どもと遊ぶ
実験・工作教室

ゲルマラジオを
改造しよう
子どもに教えたい
通信のしくみ

災害用伝言板
携帯電話

解説論文
深海自律形無人探査機と
その要素技術の最前線

定価 1,000 円（本体 952 円）　　雑誌 17783-09
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