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論文の書き方講座開催のお知らせ

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員に広く深く御理解頂くために、
2013年ソサイエティ大会（会場：福岡工業大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、2009 年 3 月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継
続的に開催されてまいりましたが、これまで数多くの方に御参加頂き、大変御好評
を頂いております。また、今回は新たに「レターの書き方」についても、講座内容
に含めております。
　通信ソサイエティ和文／英文論文誌編集委員会等の委員長，副委員長が講師を務
める，大変分かりやすい講座となっております。論文執筆に御興味をお持ちの方は
是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１．日時：2013年 9月 18日（水）10:00 ～ 12:00
２．場所：福岡工業大学A棟 2階 A22（予定）
３．プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文）　　　  佐波孝彦（千葉工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文） 　 笠原正治（奈良先端大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）   山田寛喜（新潟大）
４．定員：130名
５．聴講費用：無料

IEICE
Communications Society

満 90歳の高さ約135 m，一辺約 300 mの正三角形
の三本の歴史の生き証人．真っ青な夏空にそびえるコ
ンクリート製の巨大な三本の塔．今年で満 90歳にも
なるこの歴史の生き証人は，海上保安庁『針尾送信所』
（所在地：長崎県佐世保市針尾中町）の今は使われてい
ない無線送信塔．日本海軍佐世保鎮守府隷下の無線送
信所として，1922 年（大正 11年）4月 30日，5月
30日，7月 31日に竣工し，約 300 m 間隔の正三角
形に配置された高さ約135 mもある三本のコンクリー
ト塔．太平洋戦争開戦の暗号「ニイタカヤマノボレ
一二〇八」を送信した電波塔として誤って広報された
り，終戦後しばらく米軍管理地となったり，1948年（昭
和 23年）からは，第七管区海上保安本部佐世保海上
保安部が所管し，1997年（平成 9年）に後継の無線施
設が完成するまで，現役で海上自衛隊と共同で活躍し，
今年3月に国の重要文化財建造物に指定された送信塔．
 〔訪問：2012年 7月28日 新西海橋にて〕

東京電機大学は 2012 年春に東京神田キャンパスにあっ
た大学機能を東京千住キャンパス（北千住駅前）に移しま
した．それに伴い，新校舎にも最も高い屋上にアマチュ
ア無線用の鉄塔とアンテナが設置されました．鉄塔は
２基あり，3.5  MHz 帯から 5.6  GHz 帯までのWARC
（World Administrative Radio Conference）バンドを除く
全バンドに対応しています．アマチュア無線部の学生の
皆さんには，是非これらを使いこなして，より遠距離と
の交信を目指したり，コンテスト（より多くの局と決め
られた時間内に交信する競技）で活躍したりといった活
動を通して，無線通信や関連する技術に興味を持っても
らいたいと考えています．またレピータも稼働していま
すので，付近の防災通信にも役立ててもらえればと思い
ます （写真奥は東京スカイツリー）．

写真を募集致します
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-edit/magazine/ieice/
photo.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．

26The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

針
はりおそうしんじょ

尾送信所 

東京電機大学・アマチュア無線用新鉄塔

久保井　潔 （正員）

幸谷　智 （正員：シニア会員）
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　本誌の読者には改めていうまでもなく，今日社会のあらゆるところで情報通信技術（ICT）

が活用されています．私たちの日々の生活を便利にしたり，生産や流通の現場の効率を改善

したり，安全・安心に寄与したりと，枚挙に暇がありません．本誌でも，これまでに「通信

技術で医療の世界が変わる」（2011 年夏），「グリーン化と IT の関係を考える」（2011 年

秋），「ホーム ICT の新たな展開」（2012 年秋）などの特集で，そのような例をお伝えして

きました．今号では，より広く外に目を向け，「こんなところにも ICT」と題して，ICT，

特に通信が，いろんな場所あるいは意外な分野で活用されている事例を取り上げることにし

ました．

　企画段階において編集委員会で行った意見交換では，記事の候補として様々な事例や面白

いトピックが挙げられました．ただ，「こんなところにも」というだけでそれらを並べるだ

けではまとまりに欠けることから，今回はフィールドで生き物を観測する事例に絞り込むこ

とにしました．日本海の離島・粟島のオオミズナギドリ，インド洋の北東端・アンダマン海

を潜るアオウミガメ，佐賀県の棚田，そして身近な植木鉢と広がりが持てたのは，御多忙の

中御寄稿下さった著者の皆様のおかげです．

　ニーズとシーズがうまくマッチしたところに良い技術は生まれます．今回の特集で取り上

げさせて頂いたのは，私たちが日頃目を向けにくいところにニーズがあり，それを ICT に

よるシーズを使ってうまく解決できている良い事例だと思います．ICT関連業界に閉塞感も

感じられる昨今ですが，ICT を使って新たな貢献ができそうなところが，産業にも，教育・

研究，医療や福祉においても，そして娯楽を含む私たちの日々の生活にも，目の付け所次第

でまだまだありそうです．本特集を通じてあらゆるところへの ICT の浸透を実感して頂く

と同時に，新たな応用を着想される際の参考になれば幸いです．

小特集の発行にあたって

こんなところにもICT

編集チームリーダ 　岡部寿男
Yasuo Okabe

小特集編集チーム
岡部寿男　河東晴子　橘 拓至　西本 浩
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まえがき

“接地（アース）”は地球（Earth）
がその名前の由来となっています．
“接地する”とは，例えば機器の金
属きょう体や建物の鉄骨・鉄筋など
を地球（大地）と電気的に接続させ
ることです．比喩的にいえば，建物
の基礎に似ています．実際，建物基
礎自体を接地として用いることもあ
ります．ちなみに，接地のことを
ヨーロッパではアース（Earth），
アメリカではグランド（Ground）
などと呼んでいます．日本では接
地，アース，グランド，大地基準面
などで表現されています．皆さんの
身の回りにも接地を使う製品が多く
あります．例えば，ポンプ，エアコ
ンや洗濯機，冷蔵庫，電子レンジな
どの家電分野や，風力発電や太陽発
電などの自然エネルギー分野をはじ
め，学術・産業・医療などの様々な
分野で接地は活用されています．今
回は，この接地とその役割について
御紹介します．

接地とは？

図1は地球の上にいる人を誇張し

て記載していますが，人を中心に見
ると，人は地球の上に乗っています．
一方，地球から見ると，人は地球の
重力のおかげで地表面に引っ付いて
いるようにも見えます．まず，地球
（大地）と電気的に接触させる観点
から接地について御紹介します．
大地（地球）との接触（導通）イ

メージを図2に示します．図2にお
いて，人は大地に立つことで大地と
点的に接触し，接地電極は大地に打
ち込まれる，あるいは埋設されるこ
とで大地と線的に接触（導通）しま
す．接地電極は銅などの金属導体よ
り構成され，名前からも分かるよう
に，大地と電気的な導通を取るため
の電極と理解できます．ここで，大
地は砂や岩石，粘土，水分などから
構成され，元素イオン（ナトリウム
Na+，カリウム K+，リン P+，アンモ
ニアNH3+ など）も多く含まれるた
め，大地は電気的な特徴（電気抵抗）
を示します．代表的な特徴量として
大地抵抗率（Ω・m）があります．
接地電極は金属導体なので接地電極
自体の電気抵抗は極めて低い（mΩ
以下）ですが，接地電極の接地抵抗
は大地（地球）と接地電極間の電気
抵抗なので，大地抵抗率や接地電極

の長さや大きさによって変化しま
す．なお，大地の水分が高いほど大
地抵抗率が下がる傾向があり，接地
電極の接地抵抗が季節によって増減
することが知られています．

接地の種類

接地として，電力保安用や通信
用，避雷針用，電位基準用などの
様々な接地があります．ここでは，
安心安全に関係する電力保安用の接
地について御紹介します．
A種接地（高圧または特別高圧1） 
機器の金属きょう体等）
B種接地（高圧または特別高圧2） 
電路と低圧電路の結合用変圧器
の低圧側中性点等）
C種接地（300 V 超の低圧機器3） 
の金属きょう体等）
D種接地（300 V 以下の低圧機4） 
器の金属きょう体等）

（各種接地の詳細は“電気設備の技
術基準”などを御参考にして下さ
い．）
皆さんの身近にある接地は上記 4
種のうち，B種接地と D種接地で
す．B種接地は電柱の上にある変圧
器に取り付けられています．D種接
地は金属製の機器きょう体（ケー
ス）に接続されます．

接地の役割

皆さんの家のそばの電柱の上に
は，高圧配電線や低圧配電線，変圧
器があり，低圧配電線から 100 V
の商用電力（50/60 Hz）が各家庭
に配られている状況を図 3に示し
ます．図 3 では，例として単相 3図1　地球との接触 図2　大地（地球）との接触

接地（アース）がなぜ必要なの？
NTT東日本サービス運営部技術協力センタ　村川一雄 Kazuo Murakawa
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線式の低圧配電形態を示していま
す．図 3において，低圧配電線の
電位基準の確保や漏電・地絡の検出
のため，三つの低圧配電線の 1線
が接地されます．その点は中性点
（若しくは中性相）と呼ばれ，その
接地は B種接地と呼ばれます．ま
た，図 3では，屋外のエアコン室
外機などの電気機器にAC100 V が
配電されています．また，同図では
機器において絶縁不良（漏電）が発
生し，更に人の足元が雨水などで濡
れている場合を示しています．この
とき，漏電している機器きょう体
（金属）に人の手が触れた場合，手
から足などに商用電流が流れ，“ビ
リビリ”とする感電が発生します．
接地の役割を見るため，漏電して

いる機器において接地の有無によっ
て，接触電圧（接触部位と大地との
電位差）の違いを示したものを図4
に示します．図4 （a）は機器きょう
体にD種接地がない場合，図4 （b）
はD種接地がある場合を示します．
図4 （a）の場合，機器きょう体には
最大で 141.4 V（=100 √‾ 2   ）の電
位（電圧）が現れます．一方，大地
には漏電電流が流れていないことか
ら大地表面の電位は，ほぼ0 Vです．

このとき，人が大地に立った状態で
機器きょう体に触れた場合，人は最
大で 141.4 V の電位差にさらされ
ます．この電位差は人に危険であ
り，手から足，あるいは手から腰・
胸などの様々なルートで商用電流が
流れる可能性があります．この結
果，生命に危険が及ぶ心臓の心室細
動や，感電ショックによる転倒・転
落などの二次災害が発生する恐れが
あります．
一方，図 4 （b）の場合，AC100 V

→機器きょう体→接地D→大地→
接地Bのルートで商用電流が流れ
ます．一般的に，D種接地の接地抵
抗は 100  Ω程度，B種接地の接地
抵抗は 20  Ω程度（設備条件によっ
て異なる）であることから，この場
合，100：20 の 割 合 で AC100 V
が分圧されます．この結果，機器
きょう体の電位は約118 V，B種接
地の電位は－ 23.5 Vとなります（電
位の向きは相互に逆）．ここで，機
器きょう体は接地されているため，
大地表面の電位はおおむね図 4 （b）
の破線のような電位こう配になりま
す．この結果，接触電圧は図 4 （a）
に比して低くなり，接地を設けるこ
とで，絶縁不良や漏電時における人

への感電の度合いを低く抑えること
ができます．ただし，接地が機器
きょう体から離れた箇所にある場合
は，図 4 （a）の状態とほぼ等価に
なり，せっかくの接地の効果が薄れ
ることがあります．なお，機器きょ
う体が金属ではなく，プラスチック
などで絶縁される場合，電流が流れ
るルート（電路）が構成されないこ
とから，接地を不要とすることがで
きます．

むすび

今回は特に，安心安全の観点か
ら，接地とその役割について紹介し
ました．接地には様々あり，用途や
目的によって接地抵抗に要求される
値は異なります．このため，棒状以
外に線状や網状（メッシュ状）な
ど，様々な接地電極の構造が考案さ
れています．なお，接地には漏電時
の商用電流以外に，急しゅんな雷電
流が流れることがあります．このた
め，接地電極に接続される接地線が
長くなると接地インピーダンス（接
地抵抗と接地線のインピーダンスの
和）が増えることから，できる限り
接地線を短くすることが重要です．

図3　接地と人体保護 図4　接地の有無と接触電圧
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 1 まえがき
近年では，国際自然保護連合のRed List（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト） （1）に登録される種は
増え続けており，生物多様性の危機が叫ばれている．こ
のような状況の中，動物の生態系を維持するために，野
生生物の観測の重要性が増してきている．野生生物の行
動は季節の変化などによって変化するため，生態系の変
化を捉えるには長期間の観測が必要となる．しかし，野
生生物の繁殖地は断崖絶壁のように人が足を踏み入れ
ることが困難な場所が多く，従来の人手による観測は生
態学の研究者にとって大きな負担となっている．また，
研究者が繁殖地に足を踏み入れること自体が生態系に
影響を与えるため，野生生物の本来の生態とは異なった
結果が得られるばかりか，成長の妨げや繁殖成功率の
低下を招き，最悪の場合には生態系を破壊してしまう可
能性もある．そのため，野生生物の生態観測という分野
では，一度設備を設置すれば長期的かつ継続的な観測
が可能であること，研究者が観測対象のフィールドに足
を踏み入れることなく自動的にデータを収集できるこ
と，及び，観測対象の行動や変化をリアルタイムに研究
者へ伝えることができること，などの要件を満たすシス

テムが求められており，センサネットワークの利用が特
に切望されている分野の一つであるといえる．
センサネットワークとは，センシング機能付きの通
信端末を実空間に多数配置し，それらの端末により実
空間の状態を観測する情報ネットワークを構築する技
術の総称であり，元々は軍事目的で研究開発されてい
た．センサネットワーク用の代表的な機器として，ア
メリカ国防総省（DARPA）によるマイクロ電子機械シ
ステム（MEMS）の研究プロジェクトで研究されてい
たスマートダストが挙げられる （2）．この研究プロジェ
クトでは，精度の良い高価な測定装置を利用するので
はなく，安価で小形な装置（ダスト＝ちり）を実空間
に多数ばらまくことで，意味のある情報を収集できる
ネットワークを構築することを目的としていた．これ
はセンサネットワークの究極と姿と考えられ，様々な
要素技術（無線ネットワーク，小形な通信端末，など）
の研究が推進されるきっかけとなった．
一方，最近では様々なセンサが開発されており，工場

での品質管理・商品管理，ライフログ，環境モニタリン
グ，生態観測といった，多くの分野にセンシング技術が
適用できるようになっている．特に，民生品（携帯電話，
車，など）で利用されているGPS（Global Positioning 
System），加速度センサ，ジャイロスコープなどのセン
サは大量生産されており，小形化と低価格化が一気に進
んでいる．このようなセンサに通信機能を付加してネッ
トワーク化できれば，人手による観測が困難であった生

生態観測へのセンサネットワーク技術の応用

New Development of Sensor Network Technologies for Ecology Observation

山本　寛　Hiroshi Yamamoto †　山本麻希　Maki Yamamoto †　山崎克之　Katsuyuki Yamazaki †

†  長岡技術科学大学，長岡市
  Department of Electrical Engineering, Nagaoka University 

of Technology, 1603-1 Kamitomiokamachi, Nagaoka-shi, 
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Summary
近年，実空間に多数設置したセンサから意味のある情報を収集する情報ネットワークを構築する，セ
ンサネットワークという技術に注目が集まっている．センサネットワークは元々は軍事目的の技術で

あったが，生態 /環境観測，農業，スマートグリッドなど，幅広い範囲への応用が検討されている．特に野生生物の生態
を観測することを目的とした生態観測の分野は，人が足を踏み入れることさえ困難な場所を対象とした長期的かつ広域な
観測が求められるため，センサネットワークの適用分野として有力と考えられる．しかし，センサネットワークの構築に
利用できるセンサやプラットホームは開発されているものの，センサデータを長期間収集し続けることのできる実用的な
センサネットワークが構築された事例は少ない．本稿では，まず生態観測のためのセンサネットワークの構築に利用でき
る要素技術を紹介し，筆者らが実施した新潟県粟島におけるオオミズナギドリ観測センサネットワークの構築事例を紹介
する．この実験を通して，センサネットワークにより初めて得ることのできた生態学的な知見を述べ，生態観測の分野へ
センサネットワークを適用する有効性を示す．
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態観測の分野にセンサネットワーク技術を応用すること
ができると考えられている．
本稿では，従来，生態観測に利用されてきたセンシ

ング技術について説明する．次に，センサネットワー
クを生態観測に適用した事例として，筆者らが実施し
ている新潟県粟島における生態観測センサネットワー
クの研究について紹介する．

 2 生態観測の課題とセンサネットワーク
2.1　生態観測のためのセンシング技術
生態観測の分野では，人手による観測（図 1）か，

データロガーを用いたバイオロギングと呼ばれる観測
が主流となっている （3） ～ （7）．データロガーを利用した研
究として，ジオロケータという明るさを記録するデー
タロガーを生物に装着し，機器が記録した日照時間か
ら生物の緯度・経度を推定する方法が提案されてい
る （8）．また，GPSを備えたデータロガー（GPSロガー）
を生物に装着することによって，生物の緯度・経度を
記録することも研究されている （9）．
更に，データロガーを用いることなく人工衛星を利用し

て野生生物を追跡するアルゴスシステムがある （10）．この
システムは，生物に装着した機器が発する電波を衛星が
受信し，ドップラー効果を利用して機器の位置を算出す
ることで，生物の位置を追跡することを特徴としている．
図 2に示すようなこれらの装置を生物に装着するこ

とは，その生物に対して負荷を与えることになるため，
機器の軽量化が重要な課題となっている（表 1）．また，

装置に付属するバッテリーが切れると位置の計測や記
録ができなくなるため，バッテリーの小形化や装置の
省電力化も求められている．更に，特にジオロケータ
やGPS ロガーのように単体で機能する装置の場合，そ
の装置を回収できなければ計測された生物の位置情報
を入手することはできない．しかし，野生生物の行動
を正確に予測することは非常に困難であるため，装置
の回収率の低さも問題とされている．
一方，生物に装置を取り付けるのではなく，環境側

（巣など）に装置を取り付けることにより，生物の生態
を観測する技術も研究開発されている．例えば文
献 （11）の著者らは，図 3のように生物の巣に設置で
きる多様なセンサを備えた巣箱を開発している．この
巣箱の入り口には磁気センサが取り付けられており，
小形の磁石を装着した生物の巣への出入りを記録する
ことができる．これにより生物へ与える負荷を低減す
ることは可能であるが，環境の変化に敏感な生物が観
測対象である場合，巣が放棄されて観測ができなくな
る可能性がある．そのため，環境に大きな影響を与え
ない機器の開発や設置方法の検討が重要な課題となる．
ここまでに説明したセンシング用の装置を利用した際

表1　生物に取り付けるセンサの比較

人工衛星追跡
（アルゴスシステム） ジオロケータ GPSロガー

位置検出手法 ドップラー効果 日照量 GPS

データの精度 低い 低い 高い

データの回収 随時 困難 困難

生物への負担
（機器の重量） 大 小 大

図2　生物に取り付けるセンサ

図3　生物の巣に設置した巣箱（文献 （11）から引用）図1　人手による生態観測
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の共通の問題点は，研究者が頻繁に（例えば，1日に1回）
野生生物の繁殖地に入りセンシング用の装置にデータ回
収用の機材（ノートPCなど）を接続しなければ，計測し
たデータを回収できないことである．そのため，野生生
物やその周辺環境に影響を与えず長期的な生態観測を行
うには，これらの機材に通信機能を付加する必要がある
が，ICT技術に精通していない生態学の研究者にとって，
新しい通信端末の開発は困難である．そのため，様々な
装置を収容してセンサネットワークを簡単に構築でき
る，センサプラットホームは有効なアプローチといえる．

2.2　センサプラットホーム
様々な種類のセンサを収容でき，計測結果から意味

のある情報を抽出するセンサネットワークを構築する
ために，センサプラットホームに関する研究が進めら
れている．センサプラットホームは，様々なセンサを
接続できるインタフェースを備えた通信装置であるセ
ンサノードと，センサが計測したデータを蓄積・管理
するサーバから構成されている．このプラットホーム
を利用することで，通信機能を備えた専用のセンサを
開発することなく，既存のセンサを利用して簡単にセ
ンサネットワークを試作することができる．
代表的なセンサプラットホームの一つが，カリフォルニ

ア大学バークレー校で研究開発されたMOTEである （12）．
このMOTEセンサノードは，センサ拡張用のボードを用
意することで様々なセンサを収容でき，バッテリー駆動
が可能である．更に，ほかのセンサノードや計算機と通
信するためにZigBee の通信インタフェースを備えてい
る．この通信インタフェースを介してセンサノード同士
が自律的に通信することで，中央サーバを必要としない
アドホック形のセンサネットワークを構築できる．
ほかに，Sun Labs が研究開発している SunSPOT

（Sun Small Programmable Object Technology） も，
無線通信機能を備えておりバッテリーで駆動する小形の
センサノードである （13）．この SunSPOTも，MOTEと
同様にアドホック形のセンサネットワークを構築するこ
とが可能である．
図 4に，前述したMOTEと SunSPOTを構成するセ

ンサノードの外観を示す．2.1 節で紹介した生態観測用
のセンサを，ここで紹介したようなセンサプラットホー
ムで収容することで，野生生物の生態に関する情報を
自動的に収集するセンサネットワークの構築が可能と
なる．一度センサネットワークを設置すれば 24時間自
動的にデータを収集できるため，研究者が繰り返し生
息地に踏み入る必要がなくなり，生態系に与える影響
を軽減することができる．
筆者らは，野生生物やその周辺環境に与える影響の
少ないセンシング手法を選定し，ICT技術（Information 
and Communications Technology）に精通していな
い生態学者でも簡単にセンサノードの挙動を設定でき
るセンサプラットホームを開発することで，生態観測
用の実践的なセンサネットワークを構築した．以降の
章では，この生態観測用のセンサネットワークを構築
した事例を紹介する．

 3  オオミズナギドリ観測センサネットワークの研究

3.1　オオミズナギドリの生態
生態観測の対象であるオオミズナギドリ（図 5）は，
体長約 50 cm, 体重約 0.5 kg の海鳥であり，夏季に日
本近海で繁殖して冬季に東南アジアとオーストラリア
へ南下して越冬する．オオミズナギドリはアホウドリ
などと同様に羽が大きく長距離を渡る能力がある．し
かし飛び立つ能力は弱く，岸壁に巣を作り，海に向かっ
てダイブするように飛び立つ．このため，図 6のよう
に営巣地としては強い風の吹く岸壁が選ばれる．この

図4　代表的なセンサプラットホーム

図5　オオミズナギドリの親（左）とひな（右）

図6　オオミズナギドリの営巣地

MOTE Mica2  　　　　　　　 SunSPOT
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海鳥は国際自然保護連合のRed List に登録されており，
その繁殖地は国の天然記念物に指定されている．更に，
オオミズナギドリは海洋の生態系における高次捕食者
に当たり，その生態を調査することで日本海の海洋生
態系の変化を知ることができると考えられている．ま
た，1羽のメスが繁殖期に 1個の卵しか産まず一度個
体数が減ると回復に時間がかかるため，適切な繁殖環
境を維持し続ける必要がある．
このオオミズナギドリの生態は，まだ完全には解明

されていない．例えば，この海鳥は昼間餌を捕りに巣
から出て，夜になると巣に帰りひなに餌を与えている．
しかし帰巣 / 出巣の時刻にはばらつきがあり，また巣
には毎日帰るわけではなく数日間帰らないときもある．
このような帰巣傾向には，繁殖地の環境などが影響す
ると考えられている．また，例えば新潟県粟島に生息
するオオミズナギドリは，オスの親鳥が北海道沖の餌
場まで移動し数日間かけてひなのための餌を捕る（ロ
ングトリップ）ことに対して，メスは粟島近海の餌場
で餌を捕る（ショートトリップ）と考えられている．
しかし，これらの仮説を証明するには正確なデータを
長期間にわたり収集し続ける必要があるため，生態学
者の人手による観測だけでは検証は困難であった．

3.2　生態観測フィールド
筆者らは，新潟県の北に位置している粟島にセンサ

ネットワークを構築している．粟島は東西 4.4 km, 南
北 6.1 kmの小さな島であり，オオミズナギドリの繁殖
地となっている．日本にはオオミズナギドリの繁殖地
となっている島は幾つか存在するが，多くの島は日本
列島から遠く離れており無人である．それに対して粟
島では多くの島民が生活しており，繁殖地の近くまで
電源の供給やブロードバンドアクセスのための設備を
備えた配電盤が設置されている．これにより，センサ
ネットワークを構成する装置に電力を供給することが
できるため，粟島は生態観測に役立つデータが収集で
きるか確認するための実験的なセンサネットワークの
構築に適している．更に，生態学者が環境省の調査許
可を得て人手による生態観測を実施しているため，セ
ンサネットワークから得られたデータの妥当性を容易
に検証できる （3）．

3.3　構築したセンサネットワーク
粟島に構築したオオミズナギドリ観測センサネット

ワークの全体像を図 7に示す．この図のとおり，セン
サネットワークは，主に各種センサの計測値を収集し
て観測サーバへ転送するセンサノードと，計測値を蓄
積・管理する観測サーバで構成されている．観測サー

バはブロードバンドルータを用いてインターネットに
接続されているため，蓄積されたデータは遠隔から参
照することが可能である．更に，センサネットワーク
の起動・停止や，プログラム変更等もインターネット
を通して実行できる．
この生態観測では，（株）ネットワーク応用技術研究
所 （14）の協力を得て，長岡技術科学大学山崎研究室が開
発しているArkas センサプラットホームを利用してい
る．Arkas は，図 8のように多数のセンサを収容でき，
無線通信規格 ZigBee のモジュール （15）を備えたArkas
ノードと，Arkas ノードの制御や収集したデータの管
理を行うArkas サーバから構成されており，人流観測
や環境観測など様々な用途に利用されている （16）， （17）．
Arkas センサプラットホームは，MOTEや SunSPOT

と比較して，以下のような特徴を有している．
（1）センサノードはAnalog/Digital 入力を備えてお
り，センサを接続するだけでサーバへのセンサデータ
の送信が可能となる．そのため，センサノードへの高
度なプログラミングは必要としない．
（2）サーバ上のアプリケーションは Java によりプロ
グラミングされており，Linux/Windows で動作可能で
ある．
（3）収集したセンサデータは，生態学者が容易に解
析できるようにCSV（Comma-Separated Values）形

図7　構築したセンサネットワーク

図8　Arkas センサプラットホーム
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式で提供される．
このセンサネットワークを利用して，平成 21～ 22
年度は赤外線センサと音センサによる観測，平成 23～
24年度はRFID（Radio Frequency IDentifi cation）に
よる観測を行った．なお図 7に示すように，営巣地近
くの配電盤の中に 1台のArkas サーバを設置し，音セ
ンサ・赤外線センサ・RFIDリーダを収容している 3台
のArkas ノード（営巣地に設置）とツリー構造のネッ
トワークを構築している．なお，この生態観測では 8
巣を観測対象とし，それぞれの巣の入り口に赤外線セ
ンサとRFIDアンテナを 1個ずつ設置している．また 8
個のRFIDアンテナは，Arkas ノードに収容されている
RFIDリーダに接続している．加えて，本実験では生態
学にとって有用なデータが収集できることの確認が目
的であるため，バッテリーの利用や省電力化について
は考慮せず，配電盤からArkas ノード・RFIDリーダま
で電源コードを伸ばして電力を供給した．
また，図 7のネットワークカメラは，センサネット
ワークから収集するデータの信頼性を確認するために，
オオミズナギドリの帰巣・出巣の様子を撮影することを
目的として設置した．しかし，4.2 節で説明するように，
オオミズナギドリは日の光がない夜間から早朝にかけて
のみ活動するため，このネットワークカメラを利用して
オオミズナギドリを撮影することはできなかった．

3.4　運用中に発生した問題点
センサネットワークを設置した粟島は降水量が多く風

の強い地域であるため，センサネットワークを構成する
各装置への防水処置は必要不可欠である．そこで，セン
サノードや各種センサは市販のプラスチックケースに入
れ，RFIDアンテナには防水テープを巻きオオミズナギ
ドリの巣の近くに設置した．これにより，赤外線センサ
1個を除いて，センサネットワークを構成する装置は故
障せず継続的に動作した．なお，故障した赤外線センサ
を収容していたプラスチックケースは破損して浸水して
いた．これは，巣の近くにあるケースに気付いたオオミ
ズナギドリが，ケースをつついたことが原因と考えられ
る．そのため今後の生態観測では，設置した装置の存在
を観測対象となる野生生物に気付かれないように，ケー
スを迷彩色に塗装するなどの対応が必要となる．
また，筆者らが構築したセンサネットワークでは，

バッテリーは利用せず，営巣地近くの配電盤からセン
サノードまで電源コードを伸ばして給電していた．加
えてセンサノードと各種センサは，より対線によって
有線接続していた．1年目の実証実験では，粟島の居
住者による草刈りの作業や生態学の研究者による観測
作業中に，これらのケーブルが誤って断線する事態が

起こった．そのため 2年目以降の実験では，このよう
な断線を防ぐためにケーブルを地中に敷設した．今後
はバッテリーや太陽光発電を利用して，電源コードの
断線が起こらず継続的にデータを収集できるセンサ
ネットワークの実現を検討する．

 4 赤外線センサと音センサによる観測
4.1　センサの設置
平成 21～ 22 年度の実証実験では，オオミズナギド
リの巣への出入りを検出するために赤外線センサを利
用した．また，オオミズナギドリは帰巣時に鳴くとい
う習性があるため，群れが帰巣する際の鳴き声を検出
できる音センサを利用した．赤外線センサには，（株）
ヘルツ社 （18）製の超小形人体感知センサモジュールを利
用した．このセンサは元々は人間の動体を検出するた
めに作られているが，図 9のように巣の入り口に設置
することで，海鳥の巣への出入りを検出できることを
確認している．実証実験では 8個の赤外線センサをオ
オミズナギドリの営巣地に設置し，帰巣傾向と日の出 /
日の入りの関係を調査した （19）．
更に，音センサが収集した音からオオミズナギドリ
の鳴き声だけを抽出するために，鳴き声の周波数解析
を行いフィルタ回路を設計した．周波数解析からオオ
ミズナギドリの鳴き声は約 5.3 kHz であることが分
かったため，低域の遮断周波数 4.8 kHz，高域の遮断
周波数 5.5 kHz となるフィルタ回路を設計した．
これらのセンサをArkas ノードに接続し，各種セン
サから得られたセンサデータをArkas サーバ上で蓄積・
管理した．次節では，センサデータを解析することで明
らかとなったオオミズナギドリの生態について述べる．

4.2　 赤外線センサから得られたデータ
の解析

図 10に，赤外線センサが検出したオオミズナギドリ
の出巣 /帰巣時刻と，日の出 /日の入り時刻の関係を示

図9　赤外線センサの設置



解説論文　生態観測へのセンサネットワーク技術の応用 107

小特集 こんなところにも ICT

す．なお，8 月 17 ～ 22 日の間は配電盤から Arkas
ノードへ給電するための電源コードが断線しており，
センサデータを収集できなかった．この図より，3.1 節
で述べたようにオオミズナギドリの親鳥は数日間かけ
て餌を捕る（ロングトリップ）ことがあるためデータ
のない日もあるが，5～ 19時の間は餌を捕るために巣
には帰ってこず，夜間（20 ～ 22 時）に巣へ帰りひな
に餌を与えて，朝方（2～ 4時）巣から飛び立つこと
がはっきりと確認できる．また，オオミズナギドリは
日の出前に巣から飛び立ち，日の入り後に巣へ帰って
くることがはっきりと分かる．更に，図 10の円で囲ん
だ部分のデータは，それ以前の時期とは出巣 / 帰巣時
刻の傾向が大きく異なる．この時期には親鳥は既に南
へ渡っているため，このデータは親鳥を検出したもの
ではなく，飛行練習を行うために巣を出たひなを検出
したものである．
オオミズナギドリのひなは非常に臆病であり，近く

に生態学の研究者がいると巣の外へ出てこない．その
ため，ひなが飛行練習のために頻繁に巣の外へ出てい
るという生態は，センサネットワークを構築すること
で初めて得ることのできた知見である．

4.3　音センサから得られたデータの解析
図 11は，オオミズナギドリの群れの帰巣を検出する

ために設置した，音センサで計測した 24時間のデータ

を示す．この図では，値が大きいほど鳴き声が大きく，
多くのオオミズナギドリが帰巣していることを意味し
ている．
次に図 12では，音センサから得られたデータの日単
位の合計値を縦棒で示している．この図から，8月末
から 9月初めにかけて，多くのオオミズナギドリが帰
巣していることが分かる．これは，この時期はひなが
生まれたばかりであり，親鳥は餌を与えるためにショー
トトリップを繰り返すためである．
また，粟島は風が主に北西から吹き，この風に乗っ
てオオミズナギドリは粟島に戻ってくるとされている．
この傾向を明らかにするために，Weather Bucket （20）

という気象観測システムを利用して観測した，営巣地
近くの北西から吹く風の強さを図 12に折れ線グラフで
示す．この図から，帰巣するオオミズナギドリの数と
北西の風の強さの間には相関があり，オオミズナギド
リは主に北西の風を利用して帰巣することが分かる．

 5 RFID による観測
5.1　RFIDの設置
平成 23～ 24 年度の実験では，オオミズナギドリの
種別（オス，メス，ひな）によって巣への出入りの傾
向が異なるかを明らかにするために，RFIDを利用した．

図11　24時間の音センサの出力（2010年 9月1日）

図12　帰巣数と北西の風の関係

（a）出巣時刻と日の出

（b）帰巣時刻と日の入り

図10　帰巣傾向と日の出 /日の入りの関係
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本研究では，Arkas ノードと接続するためのシリア
ルインタフェースを備えた（株）日立ハイテクマテリ
アルズ社 （21）製の RFID リーダ / アンテナを利用した．
RFID タグとして，電波が水に吸収されにくい HF
（High Frequency）帯の周波数を採用した．本センサ
ネットワークは，餌を捕るために頻繁に潜水を行うオ
オミズナギドリが観測対象であるため，耐水性は必要
不可欠である （22）， （23）．
この実証実験では，8個の巣を対象として 3種類の

オオミズナギドリ（オス（親），メス（親），ひな）に
対してRFIDタグ（計 24個，オス・メス・ひな 8個ず
つ）を取り付けた．図 13（上）のように RFID タグは
10円玉とほぼ同じ大きさ・形であり，足環に固定する
ことで鳥の脚に装着した．また，RFIDアンテナは巣の
入り口に設置した（図 13（下））．なお，足環の取り付
け及び RFID アンテナの設置は許可を得た生態学者が
行っている．
各巣の入り口に設置したRFIDアンテナは，1秒間に

1回アンテナの前後 20 cm程度の範囲にある RFID タ
グを検出している．そのため，オオミズナギドリが巣
へ出入りする際に，RFID タグの ID情報が検出されて
Arkas ノード経由でArkas サーバへ通知されることに
なる．

5.2　RFIDから得られたデータの解析
RFID により観測されたデータを解析することで各海

鳥の連続外出日数を求め，オスとメスを区別して連続
外出日数の確率密度を求めたものを図 14に示す．ここ
で連続外出日数とは，海鳥が帰巣した日（RFIDアンテ
ナにタグが検出された日）から数えて，次に帰巣する

日まで巣を留守にした日数のことである．生態学者は
この日数が 0～ 2日であれば新潟県粟島近海で餌を採
集しており（ショートトリップ），3日以上であれば北
海道沖の餌場まで移動している（ロングトリップ）と
考えている．図 14より，2011 年のデータではオスと
比べてメスのショートトリップの割合が若干高く，
2012 年のデータではメスのショートトリップの割合が
オスよりも低くなっている．この原因として，2012 年
は海水温が例年よりも高くなり主な餌であるカタクチ
イワシが北上したため，新潟県近海では餌を捕ること
ができず，メスの活動パターンが 2011 年から変化し
たことが考えられている（図 15）．
更に図 16は，海鳥のひなが巣の外に出て，飛行練習
をしている時間の日変化を巣ごとに示している．ここ
で，ひなの状態（巣の中 /巣の外）はRFIDリーダがひ
なの RFID タグを検出した回数を解析することで推測
している．そして，ひなが巣の外にいた時間の合計を，
飛行練習に費やした時間と定義している．この図より，
特に巣 1（Nest1）ではひなが成長するにつれて，飛行
練習時間が増加している傾向を読み取ることができる．
自動的に海鳥の行動を計測できるセンサネットワー
クを利用することで，これまでに示したような海鳥の
活動パターンを明らかにすることができた．更に詳細
に海鳥の生態を調査するために，今後も長期間にわた
りセンサネットワークの運用を行う予定である．

図13　RFIDの設置

（a）2011年

（b）2012年

図 14　オス・メスの連続外出日数
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 6 むすび
センサネットワークの応用分野は多岐にわたってお

り，特に生態観測 / 環境観測のように，人が足を踏み
入れることが難しい場所を対象とした分野には特に有
効と考えられる．実用的なセンサネットワークを構築
するには，情報ネットワークの研究者と異分野の研究
者による分野横断的な取り組みが必要不可欠であるた
め，実現が難しいことは事実である．実際に，本稿で
紹介した新潟県粟島におけるオオミズナギドリ観測セ
ンサネットワークの構築も，生態学の研究者との間で
知識 / 知恵を共有することで初めて実現できたといえ
る．しかしその有効性は高く，4章や 5章で示したよ
うに，センサネットワークを生態観測に応用すること
で長期的かつ広域の観測が可能となり，野生生物の生

態に関する新しい知見を得ることができた．
本稿では，生態学者との連携によってセンサネット
ワーク技術が生態観測のような新しい分野に適用でき
る可能性を示した．これがきっかけとなり，更に新し
い分野を対象としたセンサネットワークの適用が広が
り，生態観測だけでなく多くの分野においてセンサネッ
トワークの適用が促進されることを期待する．
また筆者らは，引き続き，クマのように広範囲を移
動して活動するため詳細な生態の観測が困難であった
野生生物へのセンサネットワークの適用について研究
する予定である．
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いて No.7，ISDN, ATM, IP, 携帯，
ユビキタスなど情報通信ネットワー
ク及びマルチメディア通信応用研究
開発・実用化と国際標準化に従事．
（株）KDDI 研究所研究戦略室長を経
て平 18 から長岡技術科学大学電気
系教授．
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1 バイオロギング
本誌の読者には聞き慣れない用語だと思うが，「バイオ

ロギング」は，バイオ（生き物） ＋ ロギング（ログをとる）
を組み合わせた言葉である．英語ではbio-logging また
はbiologgingと表記されるが，この言葉は実は日本の研
究者が作り出した和製英語である．2003年，内藤靖彦
博士（国立極地研究所名誉教授）が中心となって開催され
た国際シンポジウム（International Bio-logging Science 
Symposium） （1）でバイオロギングを用いた海洋生物の行
動測定に関する研究成果の報告が行われ，この言葉が学
術用語として定着するきっかけとなった．同シンポジウ
ムはその後，英国，米国，オーストラリアで開催され，
第5回が本年フランスで開催予定である．日本において
は，内藤靖彦博士及び坂本亘博士（京都大学名誉教授）
が中心となって2004年に日本バイオロギング研究会が
組織され，現在約150名の会員が所属している．ちなみ
にGoogle Scholar で biologgingをキーワードとして検
索すると約21,600 件がヒットする（2013年 2月16日
現在）．
生物の行動能力，行動範囲は，我々が想像する以上に

高く，広く，人間の目視観察の範囲を大きく逸脱するた
め，長期間の観察は困難である．特に海洋生物の場合は，
一部の例外を除いて海の中を泳ぎ回っているため，直接
観察することがいかに困難であるかは容易に理解できよ
う．このような「見えない」海洋生物（海だけに限らな
いので，本当は水圏生物であるが）を直接観察する強力
な手法がバイオロギングである．バイオロギングは「見
えない」ものを「観る」技術である．
バイオロギングには，超小形のデータロガー（アーカ

イバルタグともいう）を海洋生物に装着して様々なデー
タを内部のメモリに記録し，データロガーを回収して記
録されたデータを読み出す手法と，電波や超音波発信機

を海洋生物に装着して遠隔的に情報をリアルタイムで取
得するいわゆるテレメトリー手法とがある．「バイオロ
ギング」といった場合，狭義には前者を指す場合が多い
が，ここではテレメトリー手法も「バイオロギング」と
して扱う．なぜならば，研究者としてはいずれこの両者
が融合することを希望するからである．

2 マイクロデータロガー開発を
リードする日本

1970 年代，マイクロデータロガーは，水密容器に格
納された時計仕掛けで巻き取られる記録計にデータを書
き込むアナログ式のものから開発が始まった．簡単に分
かることであるが，水密容器にかかる圧力は海面から
10 m潜るごとに 1気圧増えていく．海洋で使用する測
器は全てこの水圧に耐えることが求められる．さて，こ
のアナログ式のデータロガーであるが，内藤靖彦博士ら
が中心となって 1980 年代後半には全長 10 cmを下回
る超小形化に成功，南極においてアザラシ類，ペンギン
類並びにウミガメ類などの潜水行動の研究に活用され
た．これらの海洋生物は子育てや産卵などのために，同
じ場所，しかも陸域に戻ってくる習性があるので，装着
したデータロガーを再び回収することが容易であるた
め，多くの研究が行われている．
1990 年代に入るとデータロガーがディジタル化さ
れ，より小形化，センサの多様化が図られるようになっ
た．特に近年は，動物の行動を詳細に記録することがで
きる加速度ロガーや地磁気ロガーなどが実用化され，水
中における様々な行動の詳細が明らかになりつつある．
また，画像や映像を記録するデータロガーも小形化され
ることによって，生物の目線によるイメージデータが得
られるようになっている（図 1）．
データロガーによって，装着した生物の生理・活動情

バイオロギングによる
動物目線の海洋生物の行動観察

荒井修亮　Nobuaki Arai　京都大学フィールド科学教育研究センター，日本バイオロギング研究会

解　説
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報とその周辺の環境情報とを動物の目線で得ることがで
きる．しかし，その動物がどこにいるのかという位置情
報については，それらのデータから正確に求めることは
難しい．最近では全地球測位システム（GPS）を利用し
たGPSロガーが開発されて，高い精度での位置情報も
取得可能であるが，水中ではGPS衛星からの信号が受
信できないため，海洋生物の位置情報測定への利用はウ
ミガメ類や海産哺乳動物など，呼吸時に水面に浮上する
生物に限られている．水圧の問題とともに，海中で電波
が利用できないということも海洋での測器開発の大きな
障壁となっている．
データロガーは，得られたデータは全て内蔵のメモリ

に記憶されているので，データロガーを回収しなければ，
全くデータを得ることができない．海洋生物の多くは，
一旦放流されるとそれを再び捕獲することは大変困難で
ある．このためデータロガーを用いた研究は，前述のと
おり，営巣中の鳥類やアザラシ類，産卵期間中のウミガ
メ類を対象に行われてきた．唯一最大の欠点であるデー
タロガー回収の問題に対しては，タイマー式の回収装置
によって設定した時間後にロガーを対象生物から切り離
して浮上させ，回収する手法も開発されているが，装置
自体がまだ大きいことと浮上させるための浮力材がどう
してもロガー本体よりも大きくなってしまうことなどか
ら，装着できる生物は限られている（図 2）．
マイクロデータロガーは，回収されたロガーから読み

出される大容量・多項目の詳細なデータから対象生物の
生息環境とその環境に対応した詳細な行動を再現するこ
とが可能である．しかし，個々のデータが得られた位置
情報を得ることは，ウミガメ類や海産哺乳動物など呼吸
のために水面に浮上した場合でない限りは困難である．
このため，研究者は加速度・地磁気・速度データから近
似的に移動経路を求める工夫をしているが，角速度を求
められないために厳密な経路推定は困難である．

3 バイオテレメトリーを用いた
位置情報の取得

対象生物の位置情報を測定する手法として使われる
のが発信機を用いたバイオテレメトリーである．バイオ
テレメトリーでは，電波または超音波発信機を対象生物
に装着し，その信号を受信することで追跡を行う．陸域
や淡水域においては，電波発信機が用いられるが，電磁
波の吸収・散乱が激しい海水中では電波の代わりに超音
波を用いる．また，地球的規模で移動する動物の場合は
人工衛星を利用した発信機を用いる．
電波テレメトリーでは，鳥獣類のような陸域生物を主
な対象種として，発信周波数が 30～ 300 MHz の発信
機を使用する．受信には指向性の八木アンテナを用いて
対象生物の位置を 2か所以上の地点から求めて方位を
推定する．動物追跡用の発信機は小形化できるので，昆
虫にも装着可能な超小形の電波発信機によってミツバチ
の生活圏 （2）を解析した研究もある．
電波が使えない海中に生息する海洋生物には超音波
発信機によるバイオテレメトリーを用いる．発信周波数
が 50～ 200 kHz の超音波発信機を装着した対象生物
を追跡する方法としては，船舶に搭載した受信機による
追跡（Active tracking）と水中にあらかじめ設置した
設置型超音波受信機による追跡（Passive tracking）の
2種類がある．前者の場合は，船上から水中に垂下した
ハイドロホンで発信機からの信号を調査員がモニタしな
がら対象生物を船舶で追跡する．後者の場合は，設置型
超音波受信機のメモリに個体情報と受信時刻とが蓄積さ
れるので，そのデータを定期的にダウンロードすること
で，受信範囲内に到来した対象生物の情報を得ることが
できる．現在，最も一般的に使用されているAMRIX 
System Inc.（カナダ）製の超音波発信機は，69 kHz
の超音波パルスによって IDコードや各種のデータ（水
深，水温，加速度）をそれぞれの発信機に付すことが可

図1　 ビデオロガー，GPSアルゴス送信機などを切り離し
装置の浮力材とともに装着したアオウミガメ

（撮影：奥山隼一）

図2　 マイクロデータロガーとタイマー式ロガー切り離し
装置を装着したメコンオオナマズ．タイ国パヤオ県
メプン湖にて
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能である（http://www.vemco.com/index.php）．
設置型受信機による追跡では，受信機の受信範囲（半

径約 500 m以内）に発信機を装着した海洋生物が入っ
た時刻と ID及びデータを記録するため，その位置情報
は半径数百m以内であるとしか分からない．それでも
大海原の中でのおおよその位置として貴重な情報であ
り，大規模な回遊を行う海洋生物の追跡ゲートとしての
十分機能する （3）．近年，設置型超音波受信機の時刻同
期を同期タグ（発信機）で行うことで，3台以上の受信
機で同時に信号を受信し，その到達時間差から位置を計
測する手法が考案され，実用化が図られている （4）．我々
の研究室においても，この位置測位システム VR2W 
positioning system（VPS）を使った実験を国内外で行っ
ており，メバル，メコンオオナマズ，ズワイガニなどの
行動を数mから数十mの精度で追跡できるなどの結果
が得られている．更に我々の研究室では複数台のステレ
オ式自動水中音録音装置を用いて，超音波発信機の信号
帯域である 60～ 85 kHz を低周波帯域（0～ 24 kHz）
に変換して連続録音することで，数 cm程度のより詳細
な海洋生物の位置情報計測技術を開発している （5）．こ
の装置の目的の一つは，養殖生けす内において群れをな
して泳ぐ個々の魚の位置を正確に捉えることであり，予
備的な実験ではクロマグロ当歳魚の遊泳行動を計測す
ることに成功した．超音波を用いた水中での位置計測で
は，ハイドロホンに到着する超音波信号の到達時間差を
いかに正確に計測できるかがポイントであるが，GPS
が使えない水中での受信機間の時刻同期はなかなか困
難である．
トランスポンダ方式による水中での位置測定 （6）は古
くから行われてきたが，トランスポンダの小形化や探査
範囲の制限などから，海洋生物の追跡では現在は余り使
用されることはない．しかし，技術開発の可能性として
は，考慮すべき有効な手法と考えられる．
鳥類の渡りや，大形鯨類，ウミガメ類の大回遊などに

代表される地球規模での移動を追跡するには，人工衛星
を利用したアルゴスシステムが用いられる．アルゴスシ
ステムは 1970 年代にフランス国立宇宙研究センター
（CNES），米国海洋大気局（NOAA）及び米国航空宇宙
局（NASA）によって開発された．2002 年からは日本
の宇宙航空研究開発機構（JAXA）も運用に加わってい
る．アルゴスシステムによる測位の原理は，高度約
850 kmを周回する軌道衛星によって受信される地球局
（PTT）からの信号のドップラー効果を利用する．この
ため，位置の計算等は人工衛星が行うので，地球局は一
定の電波信号だけを発信すれば良く，動物の追跡に適し

ている．しかし，原理的に位置測定の精度は余り良くな
いため，海洋生物を保護するための行動圏の推定などに
用いる場合には注意が必要である．アルゴス送信機と
GPSとを組み合わせた送信機をウミガメに装着してそ
の行動圏を評価したYasuda & Arai（2005） （7）によれば，
行動圏の広さが 2万倍から 5万倍も異なったことが報
告されている．このため，近年ではアルゴス送信機に
GPS受信機を組み合わせたGPS-アルゴス送信機が使用
されることが多い．

4 マイクロデータロガーによる
アオウミガメの潜水行動解析

タイ国のアンダマン海に浮かぶシミラン諸島は世界
的なダイビングスポットである．シミランとはマレー語
で「9」を意味する言葉で，この海域には九つの島々が
点在する．このシミラン諸島の最南端に位置する小さな
島，フーヨン島がアオウミガメの産卵地として有名で，
タイ国海軍と海洋沿岸資源局の研究機関がアオウミガメ
の観察と産卵域の保護に当たっており，保護・育成した
稚ガメを定期的に放流している（図 3）．アオウミガメ
は 1シーズンの繁殖期間中，上陸・産卵を 10～ 15日
間隔で繰り返す．このため，産卵したアオウミガメにマ
イクロデータロガーを装着すれば，次の上陸・産卵時に
ロガーを装着した個体を再び捕獲することが可能である
ため，ロガーを高い確率で回収できる．このようにロガー
の装着・再捕獲を行うことで，産卵と産卵の期間（イン
タネスティング）にどのような行動をしていたのかを明
らかにできる．我々は，タイ国海軍及びプーケット海洋
生物学センターの協力の下，フーヨン島において，3月
（乾季），6月（乾季から雨季への移行期），8月（雨季）
に上陸・産卵したアオウミガメ 3個体の甲羅に深度デー
タロガー（リトルレオナルド社，日本）を装着した．

図3　 シミラン諸島最南端のフーヨン島でアオウミガメの
稚ガメを放流するために集まったタイ国海軍関係者
と研究者たち



Technology Reviews and Reports解　説解　説

114 通信ソサイエティマガジン　No.26  秋号 2013

その結果を図 4に示す （8）．図から乾季と雨季とでは，
インタネスティングにおける滞在深度が異なっているこ
とが分かる．インタネスティングにおいて，アオウミガ
メは次回の産卵に備えてなるべくエネルギーを消費しな
いように休息しているといわれている （8）．海況が穏やか
である乾季の個体 1は水深 0～ 40 m，海況が悪い雨季
の個体 3は 0～ 90 mの水深帯を利用している．アオ
ウミガメは肺呼吸を行うため，海底で休息中でも呼吸の
ために浮上と潜水を繰り返す必要があり，なるべくなら
ば浅いところで休息する方がエネルギー的には有利であ
る．それにもかかわらず，海況の悪い雨季においては，
滞在水深を深くせざるを得ないわけである．

5 超音波バイオテレメトリーに
よるメバルの回帰行動

関西国際空港は，環境の保全に配慮した本格的な海上
空港として 1994年に大阪湾の泉州沖に開港した．埋め
立てによって造成された空港島の護岸は一部を除いて石
積みの緩傾斜護岸となっており，そこに海藻類を育成す
ることで，多様な生物の生息場所となっている．更に空
港島の周辺数百mの海域は大阪府漁業調整規則第 39
条によって水産生物の採捕が禁止されていることから，
海洋生物の育成場として機能している．本海域に生息す
るメバルの行動を超音波バイオテレメトリーで追跡し
た．なお，メバルの分類については近年，DNA解析か
ら 3種に分類されることになったが，本稿では調査当
時の表記としてメバルを用いる．

主に北太平洋に生息するメバル属（Sebastes sp.）は
生息場所に強く固執する性質があることが知られてお
り，Yellow rockfi sh （Sebastes fl avidu）では 22.5 km
離れた場所へ移送放流しても元の生息場所へ戻ることが
分かっている （9）．我が国の周辺海域に生息するメバル類
についても，このような性質があるのかどうかを超音波
バイオテレメトリーによって確認した．
空港島東護岸の 3か所（A，B，C）（図 5） （10）で 25
個体のメバルを捕獲し，対岸の田尻漁業協同組合の水槽
で 4～ 5日間飼養した後に，麻酔下で外科的に超音波
コード化発信機（V8SC-6L，Vemco 社，現在AMRIX 
System Inc., カナダ）を腹腔内に装着した．発信機装
着の影響がないことを少なくとも 24時間の観察で確認
した後に捕獲場所から最大で約 4.5 km 離れた 2地点
（R1，R2）に放流した．放流後は，調査船に搭載した
追跡型受信機（VR28， Vemco社）により追跡した．
空港島護岸（R1）で放流されたメバル 20個体は，放
流直後から空港島東護岸に沿って移動を開始した．放流
から 4時間が経過すると一斉にそれぞれの捕獲場所の
方向へ移動を開始した．放流から数日の間に，20個体
のうち 14個体がそれぞれの捕獲場所に戻った．このう
ち，空港島から約4.5 km離れた対岸の地点（R2）で放
流された 5個体は，放流から 11日以内に 3個体がそれ
ぞれの捕獲場所に回帰した．回帰率は地点Aで100％（3
個体中 3個体），地点 Bで 60％（10 個体中 6個体），
地点Cで 67％（12 個体中 8個体）となった．これら

図4　 深度データロガーで取得したアオウミガメのインタ
ネスティング期間中における深度の時系列図

（安田十也（2006）；恒星社厚生閣　水産学シリーズ152「テレメト
リー ─ 水生動物の行動と漁具の運動解析」から転載）

図5　 メバルの放流追跡実験を行った海域．A，B，C地点
で採捕したメバルに超音波発信機を装着し，放流地
点R1とR2で放流して追跡した

（三田村啓理（2006）；恒星社厚生閣　水産学シリーズ152「テレメ
トリー ─ 水生動物の行動と漁具の運動解析」から転載）



小特集 こんなところにも ICT

解説　バイオロギングによる動物目線の海洋生物の行動観察 115

の結果からメバルはほかのメバル属魚類と同様に，移送
放流された場合，生息場所に回帰することが明らかと
なった．それではメバルはどのようにして自分の生息場
所を見付けることができたのだろうか？  考えられるの
は，視覚，嗅覚，その他の感覚機能である．このうち，
視覚については舞鶴湾において視覚遮蔽実験を，嗅覚に
ついては空港護岸において嗅覚妨害実験を超音波バイオ
テレメトリーで行った．その結果，視覚を遮蔽した個体
と遮蔽していない個体では生息場所へ戻る時間，頻度に
差はなかったこと，ワセリンを鼻孔に詰めて放流した個
体は放流地点から捕獲した地点へ戻る時間が有意に長
かった （11）．

6 最後に
マスコミでも動物目線での研究ということで取り上

げられる機会が多くなってきたバイオロギングであり，
3月に封切られた「ダイナソー・プロジェクト」という
英国の映画では，映画史上初，恐竜目線というキャッチ
フレーズで恐竜にビデオカメラを取り付けるという設定
である．確かに動物目線の映像には多くの驚く内容が含
まれる．隔靴掻痒なこれまでのデータよりも映像は百聞
は一見しかずだ．しかし，得られた映像データから科学
的に意味のある知見に抽象化していくには，まだまだそ
の解析手法がないのが現状である．画像データも含めて，
バイオロギングで得られるデータは日々大きく，多様化
しており，動物生態学におけるこのビッグデータをいか
に要領良く的確に解析していけるかが，これからの課題
となっている．
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1 はじめに
ブロードバンド環境，ワイヤレスネットワーク技術の

普及とともに，気温や温度といった環境情報を計測する
ためのセンサなど，様々な機器がインターネットに接続
されるようになってきた．
機器をインターネットに接続するためには，機器を設

置する場所に，（1）インターネットへのコネクティビ
ティ，（2）電源の両方の基盤が整備されている必要が
ある．これらのいずれか，あるいは両方が未整備の場所
にセンサ類を設置する場合は，何らかの手段でこれらの
基盤を確保する必要がある．
我々は佐賀県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にイン

ターネット環境を整備し，気象センサとネットワークカ
メラを設置し，「棚田の今」をリアルタイムに知ること
ができるシステムを構築した．このシステムを用いて，
「棚田からの情報発信」など，新たな応用を模索する“棚
田オンラインプロジェクト”を 2006～ 2009 年にかけ
て行った（1），（2）．
インターネットへのコネクティビティと電源の両方

が整備されていない場所の情報化を試みた本プロジェク
トの事例は，今後の同様な場所の情報化において，多い
に有用であると考える．
本稿では，我々が取り組んだ“棚田オンラインプロ
ジェクト”について紹介する．

2 蕨野の棚田
佐賀県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にある佐賀大学
実習田が，本プロジェクトのフィールドである．
蕨野の棚田は，佐賀県のほぼ中央部に位置する八幡岳
の北側の斜面に沿った標高 150～ 420 mの急傾地にあ
る．昭和初期までに開墾しながら拡大された石積みの棚
田が，山の谷間 1050枚，40ヘクタール存在する（図 1）．
佐賀大学実習田（以下では“実習田”若しくは“棚田”
と記す）は，棚田の上部，標高約 400 mの場所に位置
する．実習田にはインターネット環境はおろか電気すら
整備されておらず，アクセスのための道路も普通自動車
が通れる程度の急坂路である（図 2）．

棚田オンラインプロジェクト
─ インフラ無地域の情報通信化 ─

渡辺健次　Kenzi Watanabe 広島大学
大谷　誠　Makoto Otani 佐賀大学

解　説

図1　佐賀大学，実習田，及び八幡岳の位置関係
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3 システム構成
3.1　システムの概要
本プロジェクトで構築したシステムの全体構成を図 3

に示す．システムは，インターネット接続のための長距
離無線 LAN（佐賀大学と八幡岳間及び八幡岳と実習田
間），電源を自給するためのハイブリッド発電システム，
及び棚田に設置したセンサとカメラのシステムの三つの
サブシステムから構成される．
それぞれのサブシステムについて，以降の節で解説

する．

3.2　 長距離無線LANによるインターネット接続
プロジェクトを開始した当時，棚田のふもとの蕨野地

区には，ブロードバンドサービスが存在しなかった．
3G電波の状況も十分ではなかったため，長距離無線
LANの利用を検討した．しかし，佐賀大学から蕨野の
棚田を直接目視することができない．そこで，双方に対

して見通しがきく八幡岳の山頂でネットワークを中継す
ることで，佐賀大学から棚田までネットワークを延ばし
た（図 4）．
佐賀大学から八幡岳の山頂までの距離は約 25 km，
八幡岳の山頂から棚田までの距離は約 800 mである．
無線 LANを長距離で用いるために，佐賀大学と八幡岳
間では，パラボラアンテナを使用した．
無線 LAN装置は三菱電線工業（株）のAP-4131-BR
を 2セット用いた．約 25 kmを結ぶ佐賀大学と八幡岳
間の長距離無線 LANは，平均約 3.7 Mbit/s で安定して
通信が行えている．無線 LAN装置への電源の供給は
PoE（Power over Ethernet，LANケーブルを介して
機器に電力を供給する技術）で行い，八幡岳にHUBを
設置して，長距離無線 LANを中継した．

図3　システムの全体構成

図2　佐賀大学実習田 図4　長距離無線LANシステム
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IP アドレスは佐賀大学のサブネット（グローバルア
ドレス）を用いている．IPv4 だけでなく IPv6 でも運
用している．

3.3　 ハイブリッド発電システムによる電源の自給
実習田に工事用車両が進入できないこともあり，商用

電源整備は難しかった．そのため，電源を自給するシス
テムを構築した．
発電システムとして，太陽光と風力による発電が行え

るニッコー株式会社のハイブリッド発電システムNWG-
200 を導入した（図 5）．雨天や曇天による日照量不足
を考慮して，約 3日間分のバッテリーを備える．
システムはコントローラを内蔵しており，コントロー

ラはバッテリーの充電，出力する電源の供給，過充電及
び電力不足によるAC電源供給の停止を制御している．
機器への給電は，ハイブリッド発電システムが出力する
24 V直流電源を，インバータにより 100 V 交流電源に
変換して行った．機器を 24時間運転するため，夜間も
バッテリーから給電を行った．

3.4　設置したセンサとカメラ
図 6に，実習田に設置したセンサを示す．設置した

環境センサは，Vaisala 社の複合気象センサWXT-510

と Kipp&Zonen 社の日射センサCMP-3 である．気温，
湿度，気圧，風向，風速，雨量，日射量が計測できる．
また，ハイブリッド発電システムが発電する電力をモ
ニタするために，太陽光で発電した電圧及び電流，風力
で発電した電圧及び電流，そして供給電圧を計測するセ
ンサを設置した．
計 測 し た デ ー タ は，Echelon 社 iLON100e3 
InternetServer が SOAP 通信（Simple Object Access 
Protocol，ネットワーク上のアプリケーション間の情報
を交換し合うためのプロトコル）で佐賀大学内に設置し
たサーバに 5分間隔で送信した．サーバはデータを蓄
積し，データとそれを元に自動的に生成したグラフを，
Webで公開した（図 7）．
実習田に設置したネットワークカメラは（株）東芝の
ネットワークカメラIK-WB21である．図8にネットワー
クカメラの映像を示す．ネットワークカメラを遠隔操作
することで，棚田とその周辺の様子をリアルタイムに見
ることができる．また，IK-21 を操作するソフトウェア

図7　気象データより自動生成されたグラフ

図5　ハイブリッド発電システム

図6　設置したセンサなどの機器 図8　ネットワークカメラの映像
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を開発するための SDK（Software Development Kit）（3）

を用いて独自に開発した定点観測システムを用いて，棚
田の 8地点の静止画像を毎日自動的に 4枚ずつ撮影し
蓄積した．蓄積した静止画像，及び静止画像から生成し
た動画が，Webから閲覧できる（図 9）．

4 運用から得られた知見及び考察
本章では，システムの運用から得られた知見を述べ，

考察を行う．

4.1　ネットワークの運用状況
3.1 節で述べたように，長距離無線 LANシステムを

2セット用いて，佐賀大学と棚田間を接続した．
佐賀大学と八幡岳山頂までは，25 kmと距離はある

ものの見通せるため，安定した運用が行えた．ping（通
信相手の到達性を確認するためのソフトウェア）を用い
て計測したラウンドトリップタイム（自分から相手まで
の往復の通信に要する時間，RTT）の平均値は 8.19 ms
（IPv4），3.17 ms（IPv6）であった．
八幡岳山頂から棚田までを結んでいる無線 LANは，

距離は 800 mほどであるが，夏場に木の成長の影響を
受けるためか不安定なこともあった．全体的には，おお
むね問題なく運用できた．佐賀大学から棚田までの
ping を用いて計測した RTT の平均値は 13.85 ms
（IPv4），4.97 ms（IPv6）であった．
長距離無線 LANのスループットを iperf を用いて計

測した．IPv4 による計測では，約 3.7 Mbit/s という結
果を得た．この値は棚田に設置したネットワークカメラ
の映像を見るには十分である．
長距離無線 LANは，曇天，雨天，濃霧，降雪，台風

などの厳しい気象条件下でも安定して利用できた．この
結果は，山間部，平野部，離島などにブロードバンドを
整備できる可能性を切り開くものである．

4.2　日射量と発電量の関係
太陽光発電及び風力発電は，気象条件に影響を受ける．
晴天時の日射量と太陽光による発電量（電流及び電
圧）を図 10に示す．この図から，晴天時は日射量と電
流の間に相関があることが分かる．
一方，雨天時や曇天時においては，十分な電力を生成
できない．雨天時の日射量と太陽光による発電量のグラ
フを図 11に示す．グラフから，電流の出力が十分でな
いことが分かる．
運用を通して，発電システムはおおむね安定して電源
を供給したが，梅雨時期などで2週間程度雨天が続くと，
バッテリーへの充電が十分に行えず，システムが停止す
ることがあった．

4.3　気象情報の活用
観測した気象データをグラフ化することで，災害に関
する情報を生成することができた．図 12は，2006 年

図9　定点観測システムで作成した動画一覧

図11　日射量と発電量の関係（雨天時）

図10　日射量と発電量の関係（晴天時）
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9 月 16日に，棚田がある相知町で起きた集中豪雨の際
の雨量の様子を表したものである．短時間に大量の雨が
降っていることが分かる．
また図 13 は，2006 年 9 月 17 日に北部九州を台風

が直撃した際の気圧の変化を表したものである．台風が
接近するにつれて気圧が急激に下がり，通過後は急速に
元に戻っていることが分かる．
これらのグラフは，棚田に設置した気象センサが計測

する情報が，防災に関する情報として活用でき得ること
を示唆している．

4.4　ネットワークカメラの活用
実習田に設置したネットワークカメラは，美しい棚田
の四季を捉え，インターネットに発信した．図 14にお
たまじゃくしが泳いでいる初夏の田んぼの様子，図 15
に冬に雪化粧した棚田の様子を示す．
この実習田では，無農薬による米作りを実践してい
る．無農薬で行う際には，雑草への対応が重要である．
また，水量の管理も適切に行う必要がある．これまで，
週に一度程度棚田を訪れ，雑草や水量の様子を観察して
いたが，システムの導入後はネットワークカメラを利用
して監視できるようになった．
佐賀大学地域創成型学生参画教育モデル開発事業に
おいては，ネットワークカメラの映像を用いて，稲の生
育に関する動画コンテンツを作成した（4）．

4.5　障害
実習田の除草作業の際，誤って電源ケーブルが切断さ
れるという事故が発生した（図 16）．ケーブルを埋める
ことで対処したが，現地で行われる作業も考えた上でシ
ステムを設置することが必要である，という知見が得ら
れた．他のプロジェクトでは，機器を格納した箱にヤモ
リが入り込み，機器が故障するという事例が報告されて
いる（5）．自然環境に対応する策の必要性を示している．
プロジェクトを開始して 2年半で，バッテリーの寿
命が尽きてシステムが停止した．充電と放電を毎日繰り
返すことが，バッテリーの寿命に影響を与えたことが考
えられる．バッテリーが機能しなくなることで，日没と
ともに電源供給が途絶えて実習田のシステムが停止する
ようになった．
ハイブリッド発電システムのコントローラは，出力電
圧が 22.9 V を下回った時点で出力を停止する．天候回
復後，23.9 V を上回る出力が可能になった時点で，自
動的に出力を再開する．そのため，夜明けとともに電源
供給が再開してシステムが起動するものの，雲などの影

図15　雪化粧した棚田の様子 図16　 除草作業で誤って切断された電
源ケーブル

図14　 初夏の田んぼを泳ぐおたまじゃ
くし

図12　集中豪雨の際の雨量

2006年 9月16日の集中豪雨で観測したデータ

図13　台風通過と気圧の関係

2006年 9月17日の台風で観測したデータ
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響で発電量が低下すると電源供給が途絶えて停止する．
この結果，断続的にシステムが停止するようになり，機
器が障害を起こし，観測システムが機能しなくなってし
まった．
残念なことに，機器を保守する予算が乏しかったた

め，障害発生後はシステムの復旧と運用ができず，現
在に至っている．本プロジェクトのこの事例は，本シ
ステムのような屋外に設置したシステムでは，情報シ
ステムを維持・運用するだけでなく，障害からの復旧
のための配慮と対応（保険など）が不可欠であること
を示している．

5 まとめ
本稿では我々が取り組んだ“棚田オンラインプロジェ

クト”について報告した．このプロジェクトでは，佐賀
県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にインターネット環境
を整備し，気象センサとカメラを設置した．センサによ
り「棚田の今」をリアルタイムに知ることができるシス
テムを構築し，「棚田からの情報発信」など，新たな応
用を模索した．
山間部の棚田という電気及び通信インフラが全くな

い場所を情報化した本プロジェクトの事例は，今後の
同様の地域の情報化を考える上で大いに有用であると
考える．

謝　辞
本プロジェクトは，佐賀大学地域創成型学生参画教育
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1 はじめに
植物と IT技術の関わり合いは既に多くの実例があり，

特に植物工場等においては人工光の制御や工場内の状況
を知るためにセンサネットワークなどが活用されてい
る （1）．更に，センサ技術の普及によって家庭において
もこれらの技術が活用できるようになってきている．特
に，園芸の分野では，単に植物を管理するだけでなく，
SNS（Social Networking Service）を通じて共通の趣
味を持つ者同士の情報交換やコミュニケーションにも使
われるようになってきており，植物工場での IT技術の
利用とは異なる仕組みが展開されてきている．本稿で
は，こうした観点での新しい IT技術と園芸の関わりに
ついて紹介する．

2 農業と園芸
農業も園芸も植物の育成に関わるという点において

同一であるが，IT技術の活用という観点においては農
業と園芸は異なる．農業では，植物の育成を効率化する
ために IT 技術を活用している．例えば，LED（Light 
Emitting Diode）等による人工光の制御においても葉
が最も吸収する波長の光を用いており，葉が黒く見える
ことになる．水や肥料の供給等の作業についても完全自
動化を目指し，できるだけ人手の介在を少なくすること
を目指して設計されている．これは，害虫や病気による
被害等を防ぐという観点からも重要な点である．一方
で，園芸では植物を「愛でる」という要素が必要であり
植物の「見た目」や人手による世話ということも必要な
要素となっている．
以上のようなことから，園芸における IT技術は以下

のような点を考慮して活用されている．
植物を育てるために必要な情報の提示と共有a. 

植物を鑑賞するための機能b. 
植物をきっかけとした人間同士のコミュニケーc. 
ション
以下では，現在進められている研究や実際の商品を紹
介しながら，IT技術の活用事例を示す．

2.1　植物の状態の管理
園芸における IT技術の活用の一つはセンサによる植
物の管理である．様々な試みがあるが，チューリッヒ工
科大学発のベンチャー Koubachi AG 社が開発した
WiFi Plant Sensor はゴルフクラブのような形状をして
おり，柄の部分を土に差し込むことで，土壌水分，温
度，光強度を測定する機能を備えている （2）（図 1）．こ
のシステムは，単に植物の状態を計測するだけでなく，
iPhone のアプリやWebアプリと連携し，以下のよう
な情報を提供できるようになっている．

温度や季節に応じた適切な日射量の把握a. 
温度による水分の消費量の把握及び水分を与えるb. 
タイミングの提示
施肥のタイミングや肥料の種類のアドバイスc. 

これらは，Koubachi AGが用意するクラウド側に用
意されている様々な植物のデータベースに基づいて提案

園芸におけるSNSの活用と
Know Howの共有

砂原秀樹　Hideki Sunahara 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
山内正人　Masato Yamanouchi 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

解　説

図1　Koubachi WiFi Plant Sensor
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がなされるため，プロフェッショナルのKnow Howを
活用して植物を育てることができるようになっている．
また，日射量が多すぎる場合にはセンサの警告灯で知ら
せるようになっており，適切な日射量を制御できるよう
になっている．このシステムでは，実際の世話は人手で
行うことを前提としており，システムはあくまでもアド
バイスを提示するのみにとどめている点が，植物工場等
と大きく異なる点である．

2.2　SNSとの連携
植物の栽培において大きな課題となるのは，植物への

世話を継続的に行うことである．自室やオフィスに緑を
置きたいと考える人は多いがなかなか実現に至らないの
は，この点を解決することが難しいためであると考えら
れる．この問題を解決するためには，できるだけ世話を
簡潔化することと，植物を「愛でる」ための工夫が必要
である．こうした問題を解決したものの一つとして立命
館大学発のベンチャーであるアイティプランツ社のアイ
ティプランターがある （3）．このシステムでは，LEDに
よる光と養液循環ポンプを自動制御することによって 2
週間程度，直接の世話をしなくても良いシステムとなっ
ている．また，植物は「苗ポット」という形で供給さ
れ，種子の植え方などの知識を持たない利用者でも特別
な知識なく植物の育成を始められるようになっており，
園芸を始める際のバリアを下げている．また，育成の過
程では大きく成長させるなどのKnow Howが必要であ
るが，これらの情報は，「苗ポット」を販売するサイト
が運営する，アイティプランター利用者同士が交流する
SNSサイト クラウド・ガーデン （4）となっており，利用
者同士で情報交換しKnow Howを共有したり自分が栽
培する植物を紹介したりすることで，植物を「愛でる」
ということを促進するように工夫されている．なお，
PCからアイティプランターの状況を監視するソフト
ウェアも提供されており，サイトではWebカメラで植
物を遠隔から観察する方法なども紹介されている．

3 aroots: Know Howを共有
するための園芸支援サイト

前章で紹介した例では，それぞれ植物の状況を把握す
るとともに，同様の趣味を持つ者同士のコミュニケー
ションを支援する仕組みを提供している．しかしなが
ら，動きの少ない植物を継続して「愛でる」ためには，
より IT技術を活用した工夫が必要である．また，同様
の趣味を持つ者同士のコミュニケーションにおいて，植

物栽培のKnow Howを共有することが重要である．そ
こで，慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の
チームでは，こうした機能を有する SNSを用いて園芸
に活用する試みを進めている （5）．以下では，これらに
ついて紹介する．

3.1　植物を「愛でる」
動きの少ない植物ではあるが，インターバル撮影する
とその植物が成長する様子を視覚的に認識することがで
き，植物への見方が変わることとなる．特に園芸を始め
たばかりの初心者は植物の成長が感じられないことに
よって興味を失い，継続した世話ができないことが明ら
かになっている．このような機能によって初心者でも植
物の成長を実感できることで，興味の喪失を避けること
ができて継続して世話を行えるようになる．しかしなが
ら，インターバル撮影するためには，固定されたカメラ
による長期の撮影が必要となる．専用のWebカメラを
設置することで実現は可能であるが，屋外の菜園であっ
たり，複数の植物を栽培したりしている場合など対応が
なかなか難しい．そこで，iPhone を使った簡易イン
ターバル撮影アプリを作成し，得られたビデオ画像を
SNSで共有する仕組みを提供している．動画の撮影画
面を図 2に示す．このアプリでは，前回に撮影した画
像のシャドウ画像を撮影フレームに表示し，そのシャド
ウ画像に鉢などを合わせて撮影することで，簡易イン
ターバル撮影動画を生成するようになっている．撮影間
隔などによって不自然な動きをする場合もあるが，植物
の成長を感じることができ「愛でる」感覚を得ることが

図2　簡易インターバル撮影アプリ
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可能となっている．また，SNSでこうした情報を公開
し合うことによってほかの利用者が育てている様子への
興味も湧き，「大きく育てるため」あるいは「きれいな
花を咲かせるため」「実を多く実らせるため」といった
Know Howの共有の促進にもつながっている．

3.2　Know How情報の生成と共有
園芸においてのもう一つの楽しみは，園芸に習熟する

に従って知り得た Know Howを人に伝えることであ
る．特に中級から上級の園芸を趣味とする人にこの傾向
が強いと思われる．SNSで行われるコミュニケーショ
ンの一つはこうしたKnow Howの伝授である．しかし
ながら，文字と静止画像ではなかなか説明が難しく，ま
た動画を作成するのは別のKnow Howが必要となる．
そこで，本システムでは鉢に装備された土壌水分セン
サ，温度センサ，固定カメラと人感センサなどを用い，

植物の世話をしている動画を切り出して保存する仕組み
を提供している．植木鉢に配置する情報取得機器の試作
器を図 3に示す．利用者は，生成された動画に説明を
附与することで SNS上で Know Howを共有できるよ
うになる．

3.3　同趣味者間のイベント共有
園芸初心者は同趣味者のコミュニティが未形成で，孤
独な作業となり継続して植物を愛でることを阻害してい
る場合がある．例えば植物の成長には「芽が出る」，「実
がなる」等のイベントがある．イベントが発生した際に
共有する人がいないとモチベーションの低下につなが
り，継続して植物を愛でることを困難としている．そこ
で本試みでは SNS上で植物の生長に関するイベントを
同趣味者間で共有可能としている．SNSのトップペー
ジへイベント発生間近なユーザの植物やイベント発生中
の植物を表示する．図 4に開発中の SNSのトップペー
ジを示す．これによって自分の植物栽培へのモチベー
ション持続につながる．またイベントが発生した際には
コメントが多く付き，モチベーション向上につながると
ともにコミュニティ形成の一助ともなる．現在の実装で
はイベントの発生は育成時間を基に予測しているが，今
後は 3.1 節，3.2 節で述べた各種機器からの情報を基に
精度を上げることも可能であると考える．

4 まとめ
小形で安価なセンサ装置とコンピュータノードが普

図3　ディジタル植木鉢

図4　aroot SNSにおけるイベント表示画面
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及することによって，園芸などの家庭での趣味への応用
が可能となってきている．SNSによって様々な趣味の
コミュニティができているが，センサ装置が導入される
ことにより更に密なコミュニケーションが可能になると
考える．また，園芸にはエンターテイメントとしての側
面もあり，育成される植物の写真や動画を共有すること
でより楽しい生活を支援できるようになる．
IT技術は園芸の分野で活用できるだけでなく，IT技

術によって園芸と他の趣味あるいは生活に関わる活動を
つなげることで更に生活を豊かにできるようになると考
える．このようなことから IT技術は，社会基盤として
更に様々な局面で有効に機能するといえるであろう．
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千葉大学，“農林水産省植物工場  実証・展示・研（1） 
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読者の皆さんはQRコードを使ったことがあります
か？  携帯電話やスマートフォンなどで使った経験があ
る方は多いでしょう．我々ユーザにとってはそのような
使い方が一般的ですが，その発祥そして現在最もよく使
われているのは生産現場における生産管理です．QRコー
ド開発の狙い，ほかの二次元コードとの差，今後の展開，
などについて，QRコード開発を直接担当された株式会
社デンソーウェーブの原昌宏さんにお話を伺いました．
QRとはQuick Responseの略です．つまり「高速読取
り命（いのち）」なんです．皆さん御存じでしたか？  

 開発の歴史・狙い

B-Plus：QRコードは株式会社デンソー（以下，デン
ソー）で開発されたものですよね．御社との関係を教
えて下さい．

原：はい．QRコードはデンソーで開発されました．元々
はトヨタ自動車株式会社（以下，トヨタ）の生産管理
として有名な「看板方式」＊1 のために開発されたもの
です．その後，QRコード自体の開発，QRコード読

＊ 1 トヨタ看板方式：トヨタ自動車における生産効率改善
を目的とした生産方式．あらゆる無駄の徹底的な排除
を目指している．その一つに「必要なものを必要なと
きに必要な量だけ作って運ぶ」という仕組みがあり，
それを実行する道具として「看板」を使っている．こ
の看板には，いつ，どこで，何が，どれだけ使われた
かが示されている．部品箱一つ一つに看板が付いてお
り，部品を一つ使うと看板を外す．組立工場ではこの
外された看板を定期的に回収して部品工場へ届ける．
部品工場では看板に書かれた数の部品を作る．これに
より，部品工場は作り過ぎの無駄が，組立工場は余剰
部品を置くスペースの無駄が，それぞれなくなる （1）．

取り機（リーダ），QRコードを用いた新しいビジネ
ス展開，などを担当する会社としてデンソーウェーブ
が分社化されました．

B-Plus：まずはQRコード開発に至る経緯や狙いなど
を教えて頂けますか？  

原：最初に我々が対象とした自動認識技術としてバー
コードがありました．これもトヨタ看板方式に関係し
ています．トヨタの「看板」の仕様策定に参加し，そ
の中で 1974年に看板へのバーコードの適用を提案し
採用されました．生産管理にコンピュータが導入され
始めた頃で，今後は情報入力が重要になると考え，
バーコードのみならず音声認識や OCR（Optical 
Character Recognition：光学的文字認識）などに着
目したのです．
　　トヨタの「看板」は当初作業指示情報のみが記録さ
れていましたが，生産管理をコンピュータで行うよう
になると，看板に入れるべき情報がどんどん増加して
いきました．また，大量生産から多品種少量生産に生
産の形態が変わり始めた頃でした．生産現場における
きめ細かい生産管理が必要となり，それをサポートす
るコードの大容量化が要求され始めたのです．これに
対応するに当たり，バーコード一つでは容量が不足し
たため，複数のバーコードをスタック状に並べるよう
な形が用いられました．このようなバーコードを読み
取る装置を作ったのがデンソーのバーコード事業の
始まりでした．その後も，よりきめ細かな生産管理の
実現のために，コードが持つ情報量を更に増加させた
いという現場の要望が大きくなってきました．一方，
コンピュータ取引なども始まり，伝票の共通化も求め
られ始めました．日本の伝票処理には漢字対応が必須

日本発・世界に広がる
二次元コード：QRコード

 同志社大学 岩井誠人 Hisato Iwai

 千葉工業大学 佐波孝彦 Takahiko Saba

 名古屋工業大学 菊間信良 Nobuyoshi Kikuma

 株式会社デンソーウェーブ　 原　昌宏 さん
Masahiro Hara

B-Plus インタビューチーム

語り手
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です．現在ではバーコードも漢字に対応しています
が，当時は英数字のみしか扱えませんでした．更に，
生産されるものが小形化されてくると，印字面積も小
さくする必要があります．そのため，コードにも高密
度化の要求が出てきました．我々は当初バーコードで
これらの要求に対応しようとしていましたが，限界も
感じていました．そこで取り組んだのがQRコードで
す．1992年頃から開発を開始しました．

　　先ほど述べたように，バーコードを用いてより多く
の情報を提供する方法として，バーコードを複数並べ
る方法があります．作業者は1つ目のバーコードをス
キャンし，次に2つ目を，3，4，5，と順次読むので
すが，一つのコードを読むだけなら一瞬でも，複数を
読み取るにはそれなりに時間がかかります．生産現場
からは，読取りをもっと速くしてほしいという要望が
ありました．複数のコードを一度のスキャンで同時に
読み込む形も考えましたが，当時はセンサの分解能が
十分ではなく読み取れませんでした．そこで，バー
コードの特徴であるランニングコストが安い，読取り
が簡単などの特徴を生かしつつ，増え続ける要求に対
応できる新しいコードとして開発したものがQRコー
ドです．バーコード一つでは13または20桁の情報が
入っていますが，QRコードでは，例えば 25 × 25セ
ルのコードで272桁の情報が入っています．
　　コード仕様を確立したあとは，それを読み取る二次
元コードリーダを作ること，コードの利用を広めるた
めに業界標準化や規格化を行い安定して使える環境
を整えることが次の課題でした．特に規格化について
は，2000 年に JIS 規格となり，更に国際標準化を目
的として，アジア，つまり中国，韓国，ベトナムなど
で，日本の JIS 規格のような国家規格で使いやすい環
境を作ることに注力してきました．

　　また，現在の看板用QRコードは使い切りです．具
体的にトヨタの場合では 1か月に 100 万枚という看
板を使い捨てています．それではもったいないという
ことで書換え可能な看板を開発し，一部テスト運用と
して稼働を開始しています．やはり，看板の進化と
QRコードを含む自動認識技術の進化は切っても切れ
ない関係にあります．

B-Plus：QRコードが開発されたときには既に先発の
二次元コードが幾つか存在していたと思います．それ
らとの差や後発の二次元コードとしての戦略などは
あったのですか？  

原：高密度で大容量，漢字カナへの対応，優れた高速読
取り性能，これらが他社のコードとの差別化のポイン
トとなります．QRコード以前に，NASA（アメリカ航
空宇宙局）で開発されたベリコードという二次元コー
ドがありました．大容量省スペースを狙って開発され
ましたが，当時の装置性能では読取りに非常に時間が
かかりました．そこで我々はバーコードが持つ簡単に
速く読み取ることができる特長を生かす必要があると

考えました．また，工場などで使用すると油などで表
面がかなり汚れます．バーコードは汚れたら読み取れ
なくなります．一部破損する場合などもありますが，そ
れでも読めることが必要です．同時に，読取りの柔軟
性も必要です．スキャナは人間の手で読むことが多い
ですから，リーダとコードの位置関係は毎回異なりま
す．仰角の違いや台形ひずみ，湾曲ひずみなどにも強
いものでないといけません．そういう環境でも誤読しな
い性能が，QRコードが他社コードに勝るポイントと考
えています．また，QRコード以前の二次元コードは主
に外国，アメリカで開発されましたが，それらは主に
数学者により開発されたものでした．それに対して，
我々はバーコードリーダやOCRによる自動認識・読取
り装置の開発を経験してからコード開発を行っていま
す．これがQRコードの強みになっていると思います．
　　もう一つ，ここまでQRコードが大きく広がったの
は，インフラ整備，つまり，ユーザが安心して利用で
きる環境を整備してきたことも大きいと考えています．
QRコードについては特許を取得していますが，特許
利用料を要求しておりません．パブリックドメインにし
ておりユーザは自由に使うことができます．逆に，第
三者からのユーザ保護ということに特許を使っていま
す．例えばQRコードの偽物が出てきたら，特許を活
用してその使用をやめてもらうわけです．このようにし
てユーザが安心して使える環境を整備してきました．

B-Plus：つまりライセンスフリーということですね．
ただ，ライセンスを取ってそれをビジネスにした方が
良かったということはないのですか？  

原：それはよく言われます．オープンにしたことが良かっ
たのか，ライセンス料を取った方が良かったのか．こ
れは分かりません．もしライセンス料を取っていたら，
時代の変化に伴って新しいコードがどんどん出てきて，
結局そのコードに取って変わられた可能性もあるで
しょう．なによりまず使ってもらえなかったかもしれま
せん．そうすると，QRコードはトヨタグループだけで
使われるトヨタコードで終わっていたかもしれません．

 コードパターン

B-Plus：では次にQRコードの技術，まずは特にパター
ンについて教えてください．

原：QRコードは二次元コードであり，バーコードと比
較すると非常に多くの情報を扱うことができます．記
録密度はバーコードの約 20～ 40倍です．また，漢
字を使うことができます．更に，大容量という点を生
かしたデータ復元機能を備えているので，例えばコー
ドの一部が汚れても読取り可能です．
　　コードパターンは機能セルとデータ領域のセルに分
かれています（図 1）．機能セルは読取りを補助する
パターンであり，三つの切り出しシンボル，白黒交互
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のセルが並んでいるタイミングパターン，アライメン
トパターンという 3種類から構成されています．

　　三つの機能セルの中から，QRコードの特長である
高速読取りを実現するキー技術の一つ，切り出しシン
ボルについて説明したいと思います．切り出しシンボ
ルは，コードとリーダがどのような位置関係となって
も高速読取りを実現するように工夫しています．QR
コードは，文章，つまり文字などの背景があるところ
で使われることがあります．例えば図2は二次元コー
ドの一般的な読取り方法を示しています．二次元的に
走査して，コードっぽいものがあったらデコードして
みる，でもやっぱりだめだった，これはコードじゃない，
ならば次に，と順次試すうちにコードが見つかる，次
に外形を捉えて各セルを座標にマッピングし，白と黒
を1と0にしてデコードする，というような処理にな
ります．通常は，この一連の処理，つまり「コードを
見付ける」という処理に非常に長い時間がかかります．
QRコード開発に着手した1992 ～ 1994 年頃は，一
般的な CPU（Central Processing Unit）というと
SH1が使われ始めたころで，性能的には18 MIPS 程
度でした．動作クロックが20 MHzくらいです．これ
を用いるとコード全体を探すのに480 msくらい必要
で，その後のデコード処理を含めるとトータルで読取
りに1 s程度必要でした．このレスポンスではバーコー

ドと比べて全然ダメという結論になりました．そこで
読取りを高速化するためのキー技術として切り出しシ
ンボルを考えました．画像走査を一次元とし（図3），
この走査中にハードウェアで特定のパターンを検出す
ることで，リアルタイム・高速な検出ができると考え
ました．切り出しシンボルの発想は，ハードウェアで
検出可能な特定パターンの設定という点がまずありま
した．ただし , 特定パターンをどのようなものにする
かは重要な点でした．コードの背景となることが多い
文章や図形を調べ，その中から出現頻度が少ない比率
を求めました．結論として1：1：3：1：1となりました．
パターンをもっと長くすれば検出確率は増加しますが，
そうすると切り出しシンボルの面積が増加してデータ
効率が悪くなるので，検出確率と効率のバランスで1：
1：3：1：1というパターンに決めました．なお，どの
ような角度配置でも読取り可能とするためには，点対
称のような対称性が必要となります．それが1：1：3：
1：1なのです．また，切り出しシンボルの数がなぜ三
つかというと（図4），四つ配置すると位置はすぐ検出
できるのですが，90度ごとの不確定性が生じます．そ
れで一つ外して三つにしました．三つの切り出しシン
ボルの位置が分かれば，コードの大きさ，位置，角度
などが全て分かります．先ほど述べたように18 MIPS

図1　QRコードのパターン構成
図3　高速読取りの仕組み

図2　二次元コードの一般的な読取り方法
図4　切り出しシンボルを用いた高速読取り
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の SH1では切り出しシンボルがないとデコードに
480 msくらいかかったのが，切り出しシンボルを入
れることによって33 msになりました．
　　この切り出しシンボルは結構単純に見えるのです
が，このアイデアに行き着くまではそれなりに苦労し
ました．最初は何をやれば良いか分かりませんでした．

B-Plus：そこが知りたいですね．どうしてこのような
形に行き着いたのですか？  恐らくそれ以外にもいろ
いろとアイデアがあったのだと思います．

原：最初にコードの周囲に辺を付けることを考えまし
た．外形をはっきりとさせることが目的でした．でも
この方法では効率が十分ではありませんでした．辺を
基にした検出は，4辺に検出部分が必要となります．
真四角，正方形の枠が付いていれば分かりやすいです
が，データ効率が悪くなります．更にハードウェア化
が難しいので走査時に一瞬で探せません．ハードウェ
ア化しやすいという点は重要なポイントです．

B-Plus：切り出しシンボルが一つのQRコードもあり
ますね？  

原：一つのものはマイクロQRといいます．QRコード
の場合，最小で 21セルですが，マイクロQRコード
だと最小 17セルとなります．これぐらい小さいと一
つのシンボル位置が検出できれば外形全体を捉える
にそれほど時間がかかりません．マイクロQRのポイ
ントはいかに面積を小さくできるかにあります．例え
ば本の背表紙にQRコードを付けるアプリケーション
があります．この場合コードを付けることのできる面
積が相当少ない，更に薄い本にも対応しないといけな
い，ということで小さなコードが採用されました．読
取り時間は我が社のリーダの場合には 100 ms 以下を
目指していますが，コードが小さいと切り出しシンボ
ルが 1個でも達成できるのです．

B-Plus：よく見るとQRコードは大きさがばらばらな
んですね．一つのセルの大きさが幾ら以上などという
規定はあるのですか．

原：それはありません．それはリーダの分解度によって
変わってきます．セルの最小サイズを決めると，将来
的に出てくるより高画質のセンサを否定することに
なります．規格化するときにその点は随分注意しまし
た．ただ，ドットプリンタの場合には一つのセルを 3
ドットでとか，そういうお願いはしています．1ドッ
トだと欠けたらすぐ読めなくなってしまいますから．

B-Plus：誤り訂正機能について教えてください．誤り
訂正は通信においても必須の技術であり本誌の読者
も興味あるところだと思います．

原：通信では古い技術だと思いますが，リードソロモン
符号を使っています．リードソロモン符号は，QRコー
ドの開発当時に使われていた符号の中では，訂正能力

が比較的高い上に設計しやすいというところが二次
元コードにマッチしていると考えました．また，コー
ドの汚れはバースト的なものになりますから，リード
ソロモン符号がバースト誤りに強いという点も採用
のポイントでした．

　　また，これは余り知られてないのですが，QRコー
ドではマスキング処理という処理を行っています（図
5）．黒や白のセルが固まって生成されないように，
また，白黒セルの比率が約 50％になるようにしてい
ます．コーディングされたオリジナルのデータに対し
て，8種類のマスクパターンを掛け合わせ，白黒比率
が 50％に近いもの，白や黒のセルが固まらないもの，
更に，切り出しシンボルの 1：1：3：1：1と同じパ
ターンが少ないもの，を最終的なコードとします．他
社のコードでは，データがヌル，つまり 00だとコー
ドが真っ白になるとか，FFだと真っ黒になるとか，
そういうものもあります．白黒が固まることなく比率
が 50％程度だと分かっていると，それを利用するこ
とができます．例えば，一つのコードの中で左右のコ
ントラストが極端に違う場合があります．光の当たり
方でそういうケースは十分に考えられます．そのよう
な場合に白黒を判別するしきい値をコード全面に対
して一つとすると，片側半面が白，もう半面が黒，と
判定されてしまう場合があります．ところが，白黒の
セルが固まらずに比率が約 50％であると分かってい
ると，白黒判別のしきい値を場所ごとに補正して正し
くデコードすることができます．また，リードソロモ
ン符号を使っていますが，誤っている部分が分かる
と，消失訂正といって訂正能力が上がります．QR
コードは白や黒ばかりの部分がないようになってい
ますから，スキャン時にそのような部分があると，そ
れは破損などしていて間違っていると認識し，消失訂
正を用いて誤り訂正能力を向上できます．これにより
訂正能力を最大 2倍に上げることができます．

B-Plus：そうなるとデコードにはマスク情報も必要と
なるので，この情報もコードに入っているのですね？  

1 つを選択
マスキング処理結果

マスクパターン

オリジナル

図5　マスキング処理
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原：そうです．また，誤り訂正にはレベルがあり，破損
してもデコード可能となる割合が 4段階あります．
その情報もコードの中に入っています．QRコードで
は最初に検出される切り出しシンボルの検出が最も
安定しているので，これらの情報はその周辺の領域に
入っています．

 コーディング

B-Plus：QRコードはセル数の小さなものから大きな
ものまで，いろんなバージョンがありますね．

原：QRコードは 21 × 21 セルから 177 × 177 セルま
で 40のバージョンが規格化されています．最大バー
ジョンでは数字では 7089桁，英数字では 4296文字，
漢字では 1817文字まで入れることができます．これ
らの文字の表現も徹底的に効率化しています．1文字
を単純に 8ビットで扱ってない，ということです．
例えば数字は 3文字 10ビットで表しています．2の
10 乗は 1024 ですから，3.3 ビットで一つの数字で
表すことができる，ということです．同様に英数記号
45種類は 5.5 ビットで 1文字にしています．漢字は
いわゆる Shift JIS では 2 バイト 16 ビットですが，
実際に使われている文字の数が 2の 13乗に近い数で
あることを考慮して 13ビットで表しています．この
ようにして少しでも効率良くコード化しています．

B-Plus：そういう独自のコーディングになると，ほか
の言語への対応はどうなるのですか？   例えば，私の
携帯で中国のQRコードは読み取れるのですか？  

原：国ごとに文字モードを設けています．中国には
GB2312というShift JISのような規格があります．携
帯の場合にはアプリの対応がポイントです．中国のコー
ドを携帯で読んだときに，そのアプリがそのコードで扱
えるかどうかです．アプリが扱えないと文字化けします．

B-Plus：独自のコーディングだと思いますが，それで
何か問題はないのですか？  

原：全然ないですね．

 開発時の苦労

B-Plus：開発時にはいろんな苦労があったと思います．

原：一番気になったことは，考えたことが本当に正しい
のかということでした．例えば先ほど説明した切り出
しシンボルを使えば早くなるというのは机上の計算
なんですね．コードの仕様が完成してから試作機を
作ったので，リーダの試作機で本当に確認したのは
コードを発表してから半年ぐらい後のことでした．

B-Plus：最初はリーダがなかったということですか？    

コードは作ったけど世の中に読めるものはなかった
ということですか？  

原：そうですね．

B-Plus：通信でいえば送信機だけができて受信機はま
だできていない状態，そんな感じですね．リーダがな
いのによく発表されましたね．何か背中を押すものが
あったのですか？  

原：アメリカなど他社のコードもあったので，遅れれば
遅れるほど日本に他社の装置が浸透してくると考え
ました．デンソーがこういうコードの開発をやってま
すよ，と手を挙げたかったのです．

B-Plus：リーダを作る自信はあったということですね．

原：あるにはあったとは思います．そうじゃないと発表
はしてなかったと思います．我々はバーコードリーダ
の開発において誤読の低減に苦労しました．リーダ開
発で楽をするためには，誤読のない確実に読めるコー
ドを作ってから始めようと考えました．QRコードの
開発は実は自分たちが楽をしたいがために始めたと
いうことかもしれません．我々はリーダの商売をずっ
とやってきましたから．
　　でも最近はCPU性能が向上し，ソフト処理でかなり
いろんなことができるので，QRコードが目指したハー
ド処理が良いか，柔軟に対応できるソフト処理が良い
か，その判断は現在では微妙ですね．QRコード開発
当時は，例えば大学で研究されていた画像処理方法は
商用リーダで使うCPUのパフォーマンスでは全然使
えないレベルでした．1 sを切る程度の読取り性能が求
められるのに，10 s かかるとか，そんなレベルでした．

B-Plus：画像処理などはQRコードの仕様には含まれ
てないですね．

原：それはコードの仕様ではなく，リーダの仕様となる
部分です．そういう部分のノウハウは，我々がリーダ
の販売をする上での武器ですので，オープンにするこ
とはできません．

B-Plus：確かに通信でも標準仕様は送信側のみで，受
信側は各社が性能を競うところです（←何でも通信に
置き換えたがる編集委員）．

 QRコードの今後

B-Plus：現在のQRコードは二次元ですが，色などの
情報も使って三次元にするという話を聞いたことが
あるのですが．

原：それも考えています．しかし，大容量化した場合の
アプリケーションがよく見えていません．これは昔か
らよくいわれることですが．色まで使うとしたら現在
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のリーダはそのまま使えないので，システムを全体的
に入れ替える必要が出てきます．よほど大きなメリッ
トがない限りそれは難しいです．

B-Plus：通信の研究も常に大容量化を目指しています
が，ビジネス側の人からは，大容量化したらその上で
商売するアプリはなんだ，それほどの設備投資をする
新しい商売はあるのか，などとよく言われます（←
やっぱり通信に置き換えたがる編集委員）．

原：新たな展開の一つとして，iQR（Intelligent QR）
コードというものがあります．圧縮機能が入っていて
同じ印字面積で多くの情報を持つことができます．ま
た，正方形だけではなく，長方形コードもできるよう
にしました．これまでバーコード用に使われてきたス
ペースに，より大容量のQRコードを入れることがで
きます．このような要求はこれまでにもあったのです
が，今までのQRコードはそれができませんでした．
例えば三つのコードに分割するなどして使ってきま
した．それが iQRだと一つでできます．なお，読取
りシンボルは従来のQRコードでは 1：1：3：1：1
でしたが iQRでは 1：1：1：1：1にしました．今ま
での良さを外して大容量化を狙いました．ただ，単に
コードを見付けるという観点からはやはり 1：1：3：
1：1の方が高速ですね．それをカバーするために読
取りの方でいろいろと頑張っています．つまりソフト
処理を一部使っています．大容量化は，先ほどいった
圧縮によるもの以外にも，そもそも固定パターンを削
減するなどの変更をして，データに与えるセル数を多
くしています．

　　一方，大容量化とは別の方向として，セキュリティ
性を持たせたQRコードも開発しています．例えばブ
ランド物の名板にQRコードを付け，それで本物か偽
物かの真贋診断判定ができないか，などということも
考えています．これを SQRC（Security QR Code）
と呼んでいます．SQRCの一番の特徴は，公開部分と
非公開部分があることです．最近では携帯でQRコー
ドを簡単に読めるようになっています．それでは機密
や個人情報などの秘密データはQRコードに入れるこ
とができません．それに対して，携帯では読めない
QRコードを作ろうというところから始まりました．
SQRCでは，公開部分はどのようなリーダでも読取り
可能ですが，非公開部分は我が社のリーダを使い暗号
キーが合う場合のみ読み出すことが可能です．
　　例えば，我が社の社員の一人は，名刺に貼るQRコー
ドを SQRCとし，普通の携帯で読むと会社のURLし
か出てこない，でも特定のリーダで読むと個人携帯の
番号が現れる，などというデモンストレーションをし
ています．

B-Plus：芸が細かいですね．SQRCかどうかっていう
のは見た目では分からないのですか？  

原：実は私だけが知っている差がありますが秘密です．

B-Plus：QRコードはRF-IDとは競合するようなもの
でしょうか？  

原：1992年ごろQRコードの開発を始めたとき既に IC
カードなども始まりつつあり，15年くらいたったら全
部 ICカードに変わるのだろうなと思っていました．た
だ，そのとき思ったほどにはRF-IDと ICカードは普及
しませんでした．やっぱり高コストという点が理由だと
思います．QRコード，更にその元となったバーコードは，
媒体が紙であり安いという特徴がやっぱり良かったと
いうことですね．それに，個人的な結論としては，ライ
センス料を取らなかったのも良かったと思っています．
　　今後のQRコードの発展としては，QRコード自体が
更に拡張されて，RF-IDを押しのけるような存在になっ
ていったらと希望的には思っています．QRコードもど
んどん進化していますが，QRコードとRF-IDなどが
異なる一番大きな点は，データの書換えができるかで
きないかですね．今ではQRコードもある程度消して
上書きできるものもあるのですが，消去する専用の機
械が必要で簡単にはできないんですね．それができる
仕組みがQRコードでできたらいいのでしょうね．

B-Plus：トヨタの看板がトータルで100万枚という
話もありました。バーコードもQRコードも，逆に
使い捨てできるのが大きなメリットなのではないか，
と思いますが．

原：紙も紙文化もなくなると言われ続けていますが，な
くならないですよね．また，RF-IDの場合には，どこ
を読んでいるのかが分かりにくいという点があります．
たくさん並んでいる場合に，ある一つだけを読取りた
いのに，周囲のものを読み込んでしまうということが
あります．そういうことなら，視覚的に人間の意志に
よって目的の場所を確実に読んだと認識できる，バー
コード，QRコードの方が良いという人もいます．

 QRコードの成功に学ぶ

B-Plus：先ほどは失礼ながら後発などといってしまい
ましたが，QRコードはビジネス的にも成功している
と認識します．そのポイントはなんだったのでしょう
か？  やっぱり技術的な優位性なのでしょうか？  

原：最初は，日本語が使えるという点が大きなところで
した．

B-Plus：ユーザが求めるものを実現し提供した，とい
うことですね．

原：また，開発当時は，読取りスピードがほかのコード
よりも高速でした．

B-Plus：これは使い勝手ということですね．

原：そう，ズバリQuick Response．先ほど説明しまし
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たが，そもそもスキャンしているその最中に切り出し
シンボルを見つける，つまり，画像を取り込む前から
場所を見付けるのが特長なのです．ほかのコードは画
像を全部取り込んでから解析を始めることになりま
す．例えばアメリカで普及しているデータマトリクス
という二次元コードも，画像を一旦全て取り込んでか
らコードの場所を認識して解析するという方式です．

　　アメリカにおけるQRコードの展開はビジネス上の
ポイントの一つでした．成功するためにはやはりアメ
リカで普及させることが必要となります．最初はなか
なか入っていかなかったですね．しかし，携帯で使え
るアプリなどが浸透していき，今ではアメリカでも
QRコードが普及してきています．

　　アメリカ以外にもヨーロッパ発の二次元コードなど
もありますが，やはりハードウェア検出するのはQR
コードだけ，という大きな違いがあります．ただ，ハー
ドウェア検出のために切り出しシンボルなどの機能セ
ルを使っていますから，データ効率という点ではその
分だけ他コードに劣ります．ただし，データ量が少量
だと機能セルのオーバヘッドは大きいですが，コード
がだんだん大きくなってくると余り関係なくなります．

 チョコレートのトリビア
原：昔，10円のチョコレートのお菓子があったのを記
憶されておられるかと思います．某コンビニエンスス
トアチェーンが POS（販売時点情報管理）システム
を導入したとき，この小さなチョコレートにもバー
コードを入れないといけない，ということになったそ
うです．ただ，10円のチョコレートの大きさにはバー
コードは入りませんでした．そこで，特別にコンビニ
用にチョコレートを 20円にしてサイズを大きくして
バーコードを入れた，という経緯があるそうです．そ
のときにQRコードがあれば 10円のまま売られたは
ずなのですが，バーコードだっただけに 20円になっ
てしまった，ということらしいです．

 通信への期待

B-Plus：最後に，QRコードのような自動認識技術や
生産管理のための技術開発のお仕事をされていて，通
信に対して期待されることはありますか？  

原：通信は有線または無線になりますが，有線の場合に
は通信線の敷設コストが高くなります．でも性能や品
質という面では無線は劣ります．線をなくしても有線
と同じような性能や品質の無線通信を作って頂けれ
ば，と思います．

　　また，工場内で使うリーダのシステムでは，Wi-Fi
や Bluetooth を使って接続するものがあるのですが，
アクセスポイントの配置が適切でないと通信できな
い場所ができます．そのため，倉庫や工場などで

Wi-Fi のリーダを使う場合には事前調査をするなどの
手間が必要になります．どの位置にアクセスポイント
を置いたらその倉庫の全域で読めるだろうとか，読め
ないポイントはどこにできるとか，そういうことがも
う少し簡易に分かれば有り難いですね．また，申請な
しで簡単に使えて，更に遠くまで通信可能な無線通信
があったらいいですね．

 インタビューを終えて
　　これまで詳しく知らずに使っていたQRコードです
が，種々の技術の積み重ねにより簡単・便利さが実現
されていることが分かりました．QRコードを実際に
生産管理に用いている工場も見学させて頂きました
が，非常に緻密な管理がされていることに大変驚きま
した．このような技術が我が国の生産力を支えている
ことを実感しました．

文　献
トヨタ自動車ホームページ，“こどもしつもんコーナー（1） 
「かんばん方式とは何ですか？」”

岩井誠人 （正員）
平元京大・工・修士了．平元KDD．平
11トヨタ自動車 （株） 出向．平13（株）
トヨタ IT 開発センター．平 15ATR．
平 16同志社大・工（平 20～理工）．
平 22 ～本誌編集委員．平 23 ～ 25
英文論文誌 B編集副委員長．平 20
本会論文賞．車とクワガタと家族が大
好き．

佐波孝彦 （正員：シニア会員）
平 4慶大・理工・電気卒．平 9同大
大学院博士課程了．同年，名工大助
手．平 10千葉工大講師．平 14同助
教授．平 21 同教授．博士（工学）．
平 25 より本会和文論文誌 B編集委
員長．昔からの悪い癖で，つい「次
の愛車はどれにしよう」と夢を膨ら
ませてしまう日々．

菊間信良 （正員：フェロー）
昭 57 名工大・工・電子卒．昭 62
京大大学院博士課程了．同年同大学
助手．昭 63 名工大助手，平 2同講
師，平 4 同助教授，平 13 同教授，
現在に至る．工博．平 23 から本会
ComEX 編集委員長．東海豪雨など
13年間苦楽を共にして来た愛車と別
れ，少しブルーな日々．
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2013年ソサイエティ大会の開催地から
─福岡と博多　読んで納得─ 前田　洋，渡辺仰基 （福岡工業大学）

福岡市の空の玄関「福岡空港」から「JR博多駅」まで
は地下鉄で僅か 2駅，その JR博多駅から 6駅目（快

速では 4駅目）が「JR福工大前駅」です．2013 年ソサイ
エティ大会の会場となる福岡工業大学は，この駅と直結した
とても交通アクセスの良い場所にあります（写真 1）．2000
年から 10年ほどかけて行われた，大規模なリニューアル工
事で，空調へのGHP（ガスヒートポンプ）や地熱利用設備，
遮熱塗料やペアガラス窓などを導入し，大幅な消費電力カッ
トを実現しました．環境調和に配慮した緑豊かなキャンパス
は，平成 17年度に，福岡市から都市景観賞，福岡県からは
花と緑の県づくりコンテストにおける県知事賞を，ダブル受
賞しています．福岡工大に関する最近のトピックスとして，
福工大小形衛星プロジェクト FITSAT1（愛称にわか衛星）
を御記憶の方もいらっしゃるでしょう．この小形衛星は
2012 年 7月 21日に種子島宇宙センターから打ち上げられ
た無人補給機HTV3（こうのとり 3号機）で国際宇宙ステ
ーションに運ばれた後，同年 10月に星出彰彦・宇宙飛行士
により宇宙空間に放出されました．昨冬には地球局からのコ
マンド送信により LEDを点滅させ，地上からのモールス信
号の確認に成功しました．また，福岡工大の吹奏楽団が全日
本吹奏楽コンクールで連続して金賞を受賞するなど，学生の
正課内外の活動も大変活発です．
この福岡工業大学がある福岡市は，九州一の都市でありな
がら自然に恵まれており，食べ物が美味しいことでも有名で
す．「ラーメン」（写真 2），「もつ鍋」（写真 3），「水炊き」
などの個性的な料理の魅力はいうまでもありませんが，何気
なく入った飲食店で，「はずれ」だったと思うことが少ない
町だという話をよく耳にします．黒潮と親潮の合流海域でプ
ランクトン豊かな玄界灘では，豊富な種類の白身魚や青魚が
水揚げされ，全国屈指の畜産県である鹿児島や宮崎からは，
おいしい鶏や牛，黒豚などが届き，野菜も含め多種多様の新
鮮な食材がリーズナブルな価格で手に入る福岡は，多くの飲
食店がしのぎを削る環境を生んでいるのでしょう．
ところで，平成26年のNHK大河ドラマで，黒田官兵衛にス
ポットを当てた「軍師官兵衛」（写真4）が放映予定だというこ
とを御存じでしょうか．豊臣秀吉の家臣であった黒田官兵衛は，
本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれたときに，秀吉に
天下取りを進言し，その後も秀吉の国家統一を支えた名軍師
として知られています．そしてこの黒田官兵衛とその子，長政

こそが，のちに関ヶ原の戦いの功績によって徳川家康から筑
前国を与えられ，「福岡」の礎を築いたといわれる人物です．
ここで「福岡」とかぎ括弧を付けたのには，ちょっと理由

があります．現在の福岡市中心部は，かつて「博多」と「福
岡」に分かれていました．といっても，二つの町が別々に発
展してきたというわけではなく，元からあったのは商人の町
として栄えていた「博多」です．17世紀初頭に，黒田官兵衛・
長政父子が博多の傍らに城を築き，黒田家ゆかりの地である
備前国福岡（現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡）にちなんで
「福岡城」と名付けました．その城周辺に広がった城下町が「福
岡」です．その後，那珂川を境に東を「博多」，西を「福岡」
と呼ぶようになりました．
時は流れて明治22年（1889年），明治政府による市制と
町村制の公布に伴って，議会で市名を「博多市」と「福岡市」
のどちらにするかが議論されました．翌 23年に投票が行わ
れましたが，結果は僅か1票差で「福岡市」に決まり，現在
もこの名前が使われているわけです．ところが，投票のとき
に「博多市」を推す数名の議員が拉致されていたなどという
噂もあり，「博多」の人は激怒して，税金の不払い運動などが
広がりました．最終的には，時の福岡市長が博多豪商の渡辺
与八郎（天神地区の目抜き通り「渡辺通」に名前が残ってい
ます）に謝罪し，税金を払ってもらうよう懇願して和解に漕
ぎ着けたようです．このときの和解条件の一つが，開通した
ばかりだった国鉄の駅名を「博多駅」にすることでした．か
くして「福岡市」の陸の玄関が「博多駅」となったわけです．
和解はしましたが，「福岡」と「博多」の間にはいまだに

わだかまりが残っているようです．三大祭りと呼ばれる「ど
んたく」，「山笠」，「放生会」はいずれも「博多の祭り」で，
「福岡の祭り」とは言いません．有名なのは「博多ラーメン」
で，決して「福岡ラーメン」ではありません．「武田鉄矢が
しゃべっているのは，福岡弁で，博多弁ではない」というよ
うな話もよく聞きます（「博多弁」と「福岡弁」の違いを実
際に聞き取れるという人には，滅多に出会いませんが）．博
多の方が，歴史があるということなのでしょうか．
今年，福岡市は人口 150 万人を超えました．政令指定都

市 6番目です．人口増加率と増加数では共に政令指定都市
最多だそうです．大学や専門学校が多く，若者が多い街，そ
して文化と歴史の博多を擁する，福岡は魅力と活気に満ちあ
ふれた都市なのです．

電 子 情 報 通 信 学 会

写真 1　福岡工業大学 写真 2　博多ラーメン（提供：福岡市） 写真 3　もつ鍋（提供：福岡市） 写真 4　 黒田如水（官兵衛）像
（福岡市博物館所蔵）
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産院へ入院 1

前回に引き続き，ドイツでの娘の出産の様子をお伝え
します．
妻は，予定日 2日後の深夜に陣痛がきて産院に入院

しました．すぐにヘバメ（助産師）による診察が始まり
ます．陣痛の間隔や強さを測定して，どのくらい出産が
近いかを判断するのです．その結果，陣痛が 10分おき
に来てはいるものの，出産にはまだまだ弱いようで，陣
痛の強さを測るモニタにはそれらしい信号は全く出てい
ないとのことでした．そのため，そのまま入院して陣痛
が強くなるのをじっくり待つことになりました．このと
き妻が，今ですらこんなに痛いのに，モニタに信号が出
るころになったらいったいどれだけ痛いのかと恐れてい
たのを覚えています．
朝になり担当の先生に診察して頂きますが，やはり結

論は同じで，出産まではまだ 1日程度かかるということ
でした．そして陣痛を促すために，よく歩きなさいとい
われました．そこで妻は痛さに耐えながら，病院の廊下
を行ったり来たり，ひたすら歩き続けました．私は出産
のサポートに備えて体力を回復するため，一旦家に帰っ
て夕方まで睡眠を取り，夜再び病院に戻りました．

いよいよ出産 2

昼間たくさん歩いたのが功を奏したのか，深夜になり
いよいよモニタに信号が見えるほど陣痛が強くなってき
ました．出産に備えて分娩室に移動します．分娩室には，
妻・私・ヘバメに加えてヘバメ研修生（名前をエレナさ
んといいます）が入り，この 4人チームで出産に臨み
ます．後で知ったのですが，私たちの出産は，実はエレ
ナさんが正式なヘバメになるための最終試験でもあった
のです．
分娩室に入っても妻はひたすら陣痛に耐え続けまし

た．ここで妻が体験した陣痛を逃す方法を幾つか紹介し
ましょう．まずは，バランスボールに乗り腰をぐるぐる
回す方法．しかし，陣痛でもだえ苦しんでいるときに，
バランスなど取っている余裕があるはずもありません．
妻の場合，この方法はほとんど効果がなかったようで，
1～ 2回やってすぐに別の方法に移りました．次の方法
は，アロマオイルを手につけて，腰をさするというもの
です．これは主にエレナさんがやってくださったのです

が，声を掛けて妻の様子をよく見ながら，陣痛の波に合
わせて，いかにも痛みが取れそうな手つきで優しく腰を
さすっていました．私も勧められて恐る恐るやってみま
したが，なかなかエレナさんのようにはできませんでし
た．妻にとっては，アロマオイルの香りもあり，この方
法が最も効果的だったそうです．更に陣痛が強くなって
くると，同じ部屋にある水中出産用のプールに入り，天
井からぶら下がっている紐にしがみつくという方法で陣
痛を逃します．私が驚いたのは，この方法で陣痛に耐え
ている途中「もし良かったら，このまま水中出産にしま
すか？」とヘバメに聞かれたことです．出産直前でも水
中出産に切り換えられるのかとびっくりしましたが，私
たちは水中出産の可能性は全く考えていなかったので，
予定どおり通常の分娩でお願いしました．
こうして徹夜で陣痛に耐え続けて朝 7時，いよいよ
出産です．もう次の陣痛で産まれるはず，という段にな
ると，私は妻の首を支え，ヘバメが妻のお腹を押す準備
をし，エレナさんが赤ちゃんを取り上げる体制に入りま
す．そして，その時はやってきました．最後の陣痛がき
たタイミングで，ヘバメが思いきり妻のお腹を押し，娘
がするっと産まれました．エレナさんが取り上げると，
娘は大きな声で泣き始めました．この泣き声を聞いたと
きの感覚は本当に不思議なものでした．ドイツで出産す
るという不安尽くしの挑戦に一つの区切りがつき，大き
な安心感に包まれたのは確かです．しかしそれ以上に，
自分の娘という目の前の存在に対して，すぐには実感が
湧かず，元気に泣き声を上げている娘にしばらくじっと
見入ってしまいました．とはいえゆっくりしている暇は
ありません．私にはすぐに大事な仕事が待っています．
ヘバメとエレナさんに「さあパパ，どうぞ」といってハ
サミを渡されます．2人のすばらしいサポートに感謝し
つつ，へその緒を切ります．へその緒はとても太くしっ
かりとしていて，切るのが大変でした．今まで娘の命を
支えてきたへその緒の偉大さを実感しました．

産後 3

その後すぐに，娘の健康診断が分娩室で行われまし
た．身長，体重，その他いろいろな項目をチェックしま
す．そして妻の状態も落ち着いたところで，産まれたて
の娘と一緒に病室に戻りました．
そしてもう一つ，とても嬉しい出来事がありました．

～その 8：ドイツで出産（後編） ～
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私たちが病室で日本にいるお互いの両親に電話で出産を
報告したり，2人で出産を振り返ったりしていたところ，
エレナさんがものすごい勢いで私たちの病室に飛び込ん
できたのです．そして「ヘバメの試験に合格したよ！  
ヘバメになれたよ！」と大喜びしています．私たちの出
産での活躍の結果，無事最終試験に合格したのです．妻
と私と 3人で大喜びしました．
さて，それからの日々は，おむつ替えや授乳など初め

ての経験の連続です．とはいうものの，毎日のようにヘ
バメが様子を見に来てくれますし，病院のスタッフに聞
けばどんなことでも丁寧に教えてくれるので，困ること
はありませんでした．しかし，食事だけはやや問題があ
りました．ドイツは昼食がメインのため，夕食は軽くす
ませることがよくあります．私たちの病院食も，昼食は
満足なものが出るのですが，夕食は写真 1のようにパ
ンにハムとチーズだけといった非常に質素なものでし
た．日本人の妻にとって，これではさすがに物足りませ
ん．そんな時は，私が日本食やアイスクリームなどを差
し入れとしてたっぷり持っていきました．
産後 1週間たったところで，再度，妻と娘の健康診

断があり退院の許可が下ります．担当の先生からは，出
産祝いとして先生の名前の入ったミニシャンパンボトル
を頂きました（写真 2）．今までお世話になった病院の
方々にお礼をいいつつ，そしてあの陣痛と戦った分娩室
を横に見ながら退院します．途中，病院の廊下で陣痛を

促すために苦しみに耐えながら歩いている妊婦さんを見
て，1週間前の妻を思い出しつつ，心の中でエールを送
りました．

退院後 4

さて，新しい家族のメンバが加わって，我が家で新生
活のスタートです．家に帰ってからは，出産を担当して
くれたヘバメが 1週間おきに家庭訪問してくれます．
娘の体重を測定して健康状態を診たり，沐浴の仕方を手
取り足取り教えてもらったり，授乳の仕方，ミルクのあ
げ方を教えてもらったりしました．その中で一つだけと
ても驚いたことがあります．それは散歩のさせ方です．
娘が産まれたのは，1月上旬の真冬でした．外の気温
は氷点下です．日本の育児書を読むと，産後 1か月は
外には出さない方が安全で，その後も真冬は氷点下の日
はできるだけ散歩は避ける，と書いてあります．しかし
私たちのヘバメは「しっかりと洋服を着せていれば，氷
点下でも全く問題ない．基本的に毎日散歩に行きなさ
い．」という意見でした．私たちはこのヘバメを全面的
に信頼していましたので，そのアドバイスに従い，生後
8日目に気温-6℃の中，しっかりと洋服を着せて生ま
れて初めての散歩に出掛ました（写真 3）．ドイツの冬
は日照時間が短いので，少しでも外に出て日を浴びてお
くのが大切なのかもしれません．何はともあれ，なぜド
イツ人があんなに屈強なのか，少しだけ分かった気がし
ました．

まとめ 5

2 回にわたり，ドイツでの出産風景の一端を御紹介し
ました．ドイツに来た当初は，まさか自分たちがこの地
で出産を経験するとは思ってもいませんでした．しかし
今回の出産を通して，より多くのドイツ人の方々と知り
合うことができ，そしてより深くドイツ社会を経験する
ことができました．この記事を通して，少しでもその雰
囲気を感じて頂ければ幸いです．写真1　病院での「夕食」

写真2　 産院の先生から頂いた出産祝いのミニシャンパン
ボトル．ラベルに先生の名前が入っています 写真3　 生後8日目に生まれて初めての散歩．気温は－6℃
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第 3回目は国際学会の英語を扱う．学会発表の前に，
まずは，英語で論文を書くことであろう．本誌では「論
文の書き方講座」として，「英語論文攻略への道─国際
学会で勝てる論文を書くには─」 （1）を掲載した．これは
中級以上の研究者・技術者向けである．本稿では，初め
て英語で論文を書く人（たぶん，学生）向けに，ちょっ
としたコツを述べる．次いで発表資料の準備，英語での
発表などを解説する．論文を発表する国際学会は独特の
雰囲気がある．しかし，世界を相手に仕事をするには，
是非，若いうちに国際学会の発表や討論を経験して頂き
たい．学会の楽しみ方も解説する．

1. 初めて英語で論文を書く1. 初めて英語で論文を書く

以下の例は私の研究室で学生を指導しているやり方
である．分野によってスタイルなどが違うと思うので，
適宜，参考にして頂ければ幸いである．まず最初に論文
の構成である．これは日本語も英語も変わらない．私の
分野では，英語で書くと，だいたい以下のような構成に
なる．

Abstract
1. Introduction
2. Related Works and Objectives of this Study
3. Proposed System/Method
4. Evaluation of Proposed System/Method
5. Conclusions

ここで，1. Introductionは研究の背景などをそれなり
に格調高く書くことになるので，なかなか難しい．初め
て英語論文を書く人は，3. Proposed System/Methodから
書き始めることをお勧めする．Proposed System/Method

は自分の研究の提案であり，一番理解している部分でも
あるので，英語で書き始めるには良いだろう．その後に，
4. Evaluation of Proposed System/Methodを書く．ここも
提案システム /手法の評価であり，実験とその結果及び
考察，なので書きやすいだろう．
その後で，2. Related Works and Objectives of this Study

である．3. Proposed System/Methodと比較し，関連研究・
技術の紹介とその問題点，自分の研究の目的を述べる．
ここを書きつつ，3. Proposed System/Methodを適宜，訂
正・補強して，自分の研究の有効性と新規性を明確にす
るとよいだろう．
次に，5. Conclusionsを書く．ここでは，評価結果と
して具体的に数値を述べると，論文としての明確性・信
頼性がアップする．最後に，1. Introduction書く．なお，
Introductionは現在形，Conclusions現在完了形が基本で
ある．1. Introductionと 5. Conclusionsをまとめて，文
章を短くすると，Abstractができる．
次に，本題の「英文」の書き方，である．以下に，役
立ちそうなTips を述べておく．
先輩などの英語論文を読む．使える「動詞」を見付けて，• 
コピペする．develop, describe, show, evaluate ...な
どなど．名詞は各自の研究テーマによる．しかし，動
詞はどの研究でもだいたい同じだろう．使える言い回
しをノートしておく．
動詞の使い方に注意する．決まった前置詞が付く，な• 
ど．動詞をキーワードに例文を探す．ネットを使って
もよい （2）．「動詞」だけでなく，「動詞　名詞」など
AND条件で例文を探してみてもよい．
英語では同じ単語（動詞）が続けて出てくると美しく• 
ない．同義語をうまく使うこと，あるいは，同義語を
ノートしておく．例えば，Figure の説明だけでも，
Figure 1 shows / illustrates / depicts …と文脈に
よって使い分ける．
一つの文章には，主語と述語がないといけない．これ• 
くらいはきちんと意識する．慣れないうちは，関係代
名詞は使わない方が無難である．全部書いた後に推敲
する段階で，関係代名詞を使って 2文を 1文にまと
めると，メリハリがついて流れの良い文章になる．
Microsoft Word の「文章校正」でスペルチェックと• 
文法チェックを行う．「受動態を能動態にしなさい」
は，多くの場合，無視してもよい．一般文書では能動
態が望ましいとされる．一方，技術文書では受動態が
多くなるのはやむを得ないであろう．
さて，最後に，ちょっとしたTips．ネットの翻訳サ• 
イト （3）を使って，書いた英語を日本語にして，「読め

ツールとしての英語講座
第 3回

国際学会の英語
山崎克之　長岡技術科学大学
Katsuyuki Yamazaki
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る日本語」になったらOK．これは，結構効果的であ
る．私は，ここまでできてから，学生から原稿を受
け取る．なお，余り賢すぎない翻訳サイトを使うの
がコツである．

2. 発表資料の準備2. 発表資料の準備

最近の学会発表はPCで PowerPoint のファイルをプ
ロジェクタに映して発表，というスタイルがほとんどと
思う．Session の構成などは分野や国際学会の規模に
よって異なる．例えば，一人の発表に 30分が割り当て
られている場合，発表が 20分，質疑応答が 10分くら
いが目安である．20分の発表の場合，PowerPointのファ
イルは 25 枚から 30 枚程度であろう．ゆっくりと
Presentation をやった方がよいから，日本語の発表よ
りも枚数を少なめにしてもよいかもしれない．
PowerPoint の作り方は，日本語と同じである．文字

数を多くしない．文字だけの PowerPoint を作らない．
大きなフォントの文字を使う．本文の文字は最低 24ポ
イントくらい，図表中の文字も最低 16ポイント程度に
する．箇条書きにする場合は，文体を揃える．例えば，
to 不定詞 /動名詞で始める，など．ページ番号を入れ
ておくこと．後で，質問者がページ番号を指定して質問
しやすいように．
ところで，セッションの開始に座長が発表者の紹介を

行うことがある（最近は，これを省略する国際学会もあ
る．私が議長を行う学会でも，昔はやっていたが簡略化
の流れで省略するようになった）．発表者紹介文を，と
学会主催者からいわれた場合，以下程度の分量の文章を
送っておく．余りに長い紹介文は聴講者にとって望まし
くない．

Katsuyuki YAMAZAKI had been engaged in 
R&D and international standardization of 
ISDN, S.S. No.7, ATM, L2, IP, mobile and 
ubiquitous networks, etc., and was responsible 
for R&D strategy of KDDI R&D Labs. Since 
2006, he has been a Professor of Nagaoka 
University of Technology. He was a Visiting 
Professor of Earthquake Research Institute, 
The University of Tokyo, for 2007‒2009.

3. 発表英語は十分に予行演習を行う3. 発表英語は十分に予行演習を行う

Session が始まる．議長から紹介されたら，Thank 
you Mr. Chairman / Ms. Chairperson，といってから，
以下のように切り出すとよいだろう．

Today, I’d like to talk to you about some of my 
study in the area of XXX.
I’d like to present the results of evaluation 
performed on XXX.
I’d like to provide a brief overview of XXX.

後は，元論文の英語があるので，これを PPTごとに
説明すればよい．このとき，なるべく，短めの文章で説
明することがコツである．つまり，関係代名詞でつなぐ
ような長い文章は，再度，ぶつ切りにして，単文にして
口頭発表するほうが分かりやすい．なお，PowerPoint
ではプレゼンテーションツールというのがあって，プロ
ジェクタに投影しつつ，自分のPCでは原稿を表示でき
る．しかし，これはあてにしない方がよい．PCとプロジェ
クタの相性で，原稿が表示されない，ということが多く
ある．原稿は丸暗記して，PowerPoint を見ながら話せ
るまで練習すること．
最後は，Thank you，だけでも良いけれども，Thank you 

very much for your attention，などがよく使われる．発表
が終わると質問の時間になる．初めての国際学会では，
あがってしまって質問者の英語が聞き取れないだろう．

I’m sorry I cannot follow your point. Could 
you elaborate it in detail?

などと聞き返してもよい．ここで，コツを一つ．あらか
じめ，想定される質問に対する回答のPPTを用意してお

国際学会の研究発表セッション

国際学会のオープニング─ 300人程度の参加者
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くとよい．つまり，発表内容の更に詳細な部分，発表で
触れなかったけど聴講者が興味を持つかもしれない部
分，事前に研究室などで予行演習をやって出てきた質問，
などの回答をPPTにしておく．質問者が（英文で）何か
質問したら，その中のキーワードを聞き取って，そのPPT
を表示して説明する．100％の回答にはならなくても，
それなりの回答になるし，更に質問が続くかもしれない．
一番困るのは，質問を受けて固まってしまうことであ

る．ちゃんと答えられるように準備しておく．うまく答
えられなかったら，セッションが終わった後で，質問者
をつかまえて，

I’d like to explain more about your question.

などといってフォローするとよい．
「なくて七癖」といわれるが発表に癖が出る人も多く，
時として，聞き辛いこともある．研究室の予行演習で指
導教員から指摘されることもあると思うが，自分の癖は
自分で見るのが一番である．PCとWebカメラがあれば，
PCに録画できる．自分の発表の録画を見て癖のない発
表，できればメリハリのついた発表ができるようにして
おこう．英語は，特に，日本語と違って強調が重要な言
語である．PowerPoint で重要なポイント・単語を赤く
しておき，そこを意識して強調して発表する，などに気
を付けよう．

4. 質問して学会に参加する4. 質問して学会に参加する

英語慣れするには，質問をしてみる．自分の発表の前
に，というのもお勧めである．特に，自分のやっている
ことに近い研究，面白そうな研究の発表には，積極的に
質問をすることで，友達作りができる．話の切り出し方
は，例えば，以下のようないい方がある．

I’m so impressed with （interested in） your 
research.
May I have one question on XXXX?

質問ではなく，感想・コメントをいってもよい．発表
者がそれに対応して回答してくれれば，意見交換が進む．
以下のようないい方がある．

I’d like to make a comment on XXX.
I have an impression that your study has an 
advantage of XXX. But, ...
I understand that your method features XXX. 
But, ...

Technical Session よりも Poster の方がもっとバリ
アが少ない．Posterを前にして，Figureを指差しながら，
ここのところの特性がちょっと変わっているけどどうし
て？  とか聞いてみる．

5． Keynote や Panel，
パーティに参加する

5． Keynote や Panel，
パーティに参加する

Keynote や Panel は必ず参加しよう．Keynote や
Panel は，その時点のホットな（皆が研究しようとして
いる）トピックやテーマが取り上げられる．話の内容も，
Tutorial 的なものになるので，聞いて分かりやすいだろ
う．聴衆も多いので，英語も分かりやすく発言してくれ
る人が多い．
国際学会へ出席する大きな目的は，見聞を広めて，自分

の研究のスコープの拡大などに役立てることである．そ
ういう意味では，友達作りといってもよい．Reception
や Banquet などの Social Events はそのための機会なの
で，是非，参加すること．ただし，日本人だけで話をし
ないこと．
一つのコツは，自分の論文発表で質問してもらった人
と話をすることである．

Thank you for your question and comment to 
my presentation.

こういう形の研究発表セッションもある

国際学会のパネル討論
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と切り出せば，相手から，必ず何かいわれるので，更に
会話を続ければよい．あるいは，自分が質問した相手を
見付けて，更なる質問をする，というのもよいだろう．

6. 同じ国際学会に投稿する6. 同じ国際学会に投稿する

場所と季節で投稿する国際学会を選ぶことは勧めら
れない．なるべく，同じ国際学会へ投稿することを勧め
る．これは，毎年参加していると（採録されることが条
件だが），発表論文やKeynote や Panel などを通して，
当該分野のトピック・テーマの発展が見えてくる．
また，何回か発表していると，話の合う友達が増えて

くる．国際学会のOrganizer の多くは，知り合い同士
であり，1年に 1回の同窓会をやっているようなもので
ある．ずっと続けていると，そのうち，Session Chair
を依頼されたり（依頼されたら引き受けよう），更には
Organizer の仲間に入れるだろう．海外の人との友達付
き合いができる人，やってみようと思う人は，是非，同
じ国際学会へ継続して投稿して，顔を覚えてもらうよう

にしよう．そのうち，海外への転職があるかもしれない．
良い友達になれそうな人には，12 月の初めに，
Greeting Card を出すとよい．クリスマスカードなどは
宗教上望ましくないので，Season’s Greeting とするの
が良いだろう．私は，ひところ，だいたい毎年 30通く
らい出していた．国際学会をステップに，是非，グロー
バルな人脈作りと仕事を目指してもらいたい．

■文献
並木　周，“英語論文攻略への道─国際学会で勝（1） 
てる論文を書くには─，”信学通誌，vol.1, no.4, 
pp.44‒52, March 2008.
例えば，http://www.alc.co.jp/（2） 
例えば，http://honyaku.yahoo.co.jp/（3） 

山崎克之（正員：フェロー）

本会元インターネットアーキテクチャ研究専門委員
長．本誌 B-plus 前編集委員長．1996 から「子供の
ためのインターネット教室」講師．

ITU-T（International Telecommunication Union 
- Telecommunication Standardization Sector， 国
際電気通信連合の電気通信標準化部門であり，通信
関連の標準を定めている）のラポータ（Repporteur，
標準化を担当する専門家グループの議長）をやった
り，AT&T/BTとの国際 ISDN実用化の打合せだった
りと，一時期は世界中を飛び回るような仕事だった
（余りに日本にいないので新聞を取るのを止めた）．
その当時，不思議とどこに行っても時差ぼけをせず，
だいたい現地で朝の 7時には目が覚めた．日常の仕
事の相手が海外でもあり，普段から昼夜がないよう
な忙しい日々だったこともあるが，以下のような対
策をとっていた．

現地の到着時刻に合わせて機内で前半に眠るか後• 
半に眠るかを決める．例えば到着が夕方なら機内
では前半に軽く眠る．現地到着後の夜に眠れるよ
うに，である．現地到着が早朝なら，この逆にする．
更に，機内で眠るのが前半か後半か，に合わせて，• 
前日の睡眠時間を調整する．例えば，離陸後に軽
く眠った方がよい場合は，前日の睡眠時間を少し
短めにする．
現地に着いたら，なるべく，太陽の光を浴びる．• 

人間の体内時計は太陽光に同期するそうなので，
太陽光を浴びることで現地時間にシフトさせる．

海外で観光している日本人を見ていると，例えば，
駅の切符売り場などで，何か言ったあとに駅員から
の返事を聞き取れないで困惑している，というよう
な場面を見ることがある．そのような場合，英会話
ガイドなどを見ながら，結構早口に教科書的な英語
を言っていることが多い．そうすると相手は英語が
話せる人，と思って，通常の英語で応答する．こう
いう場合は，“XXX，please” と，名詞（XXX）に
please を付けるだけ，更に，ゆっくりと話した方が
よい．相手はこちらの英語のレベルに合わせて答え
てくれる可能性が高い．
レストランで靴を買う人はいない．靴屋でパンを
買う人はいない．応対する相手は，こちらが何をし
たいかは，大体は分かる．英文法に沿った教科書的
なきれいな英語が話せるならそれでよい．しかし，
そうでない場合は，“XXX，please” で通じるし，そ
の方が単刀直入にこちらの要望（大体は名詞である）
が伝わる．ただし，please は重要で，これを付けな
いとぶっきらぼうないい方になってしまうので気を
付けよう．

コラム 　「時差ぼけ対策，観光の英語」
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あらまし1
2013 年は，テレビ本放送が開始されて 60年目に当

たる．この節目の年に，総務省では，放送サービスの高
度化に関する様々な検討を進めている．本稿では，その
中から，テレビ放送の更なる高精細度化を目指した最新
の取組みについて紹介したい．
最初に，これまでのテレビ放送の歴史を簡単に振り

返ってから，超高精細度テレビジョン放送と呼ばれる方
式に関する国際標準化の動向，これを用いた放送の実現
に向けたロードマップの概要，更に，具体的な技術的条
件の検討状況等について説明していきたい．

今年「還暦」を迎えたテレビ放送2
まずは，これまでのテレビ放送及びそれに先立つラジ

オ放送の歴史を簡単に振り返ってみたい．

2.1　ラジオ放送の歴史
我が国で初めての中波放送（AMラジオ放送）は，社

団法人東京放送局によって 1925 年 3月に開始された．
放送開始当時の 1日の放送時間は約 5時間，聴取する
ために必要な聴取料は月額1円であった＊1．開局時に約
3500程度であった聴取契約数は，同年 10月末には 10
万件を超えたという．当時，ラジオ放送が新たなメディ
アとして高い関心を集めていたことがうかがえる．ま
た，同年 6月には大阪放送局，7月には名古屋放送局が
ラジオ放送を開始している．
その後，東京放送局，大阪放送局及び名古屋放送局を

マージする形で社団法人日本放送協会が発足し，1931
年にラジオ第 2放送が開始された．1932 年には，早く

＊1  「物価の文化史事典」（2008年，展望社）によると，
1925年当時は，例えば，白米10 kgが約3円，コーヒー
1杯が約10銭であった．

も聴取契約数が 100万件を超えている．
一方，民放各社によるラジオ放送については，1951
年 4月に民放中波ラジオ 16社に予備免許が交付され，
同年 9月には最初の 2社が開局，その後は民放ラジオ
社の開局が続いていくことになる＊2．

2.2　テレビ放送の歴史
戦後，日本放送協会の特殊法人化等を経て，我が国に
おけるテレビ放送がスタートする．今から 60 年前の
1953 年 2月，日本放送協会によってテレビ本放送が開
始された．民放では，日本テレビが同年 8月にテレビ
放送を開始したのが初となる．
なお，国産テレビ受信機の第 1号は 1953 年 1月に
販売開始されたシャープ製の「TV3-14T」であるが，
販売価格は 17万 5000 円で，高卒の初任給が 5400 円
だった当時では大変高価なものであったという．
その後，放送技術の進展に伴い，テレビ放送は急速な
発展を遂げる．日本放送協会及び民放 4社は 1960年に
カラーテレビ本放送を開始し，1968 年には民放全社の
カラー化が完了，1971 年には総合テレビも完全カラー
化した．また，テレビ受信機も広く普及した．
更にその後も放送分野の技術革新は続いていくが，そ
の顕著な例としてデジタル放送化が挙げられる．BS及
び CSデジタル衛星放送の開始に続き，2011 年 7月に
は東北 3県（岩手県，宮城県，福島県）を除く 44都道
府県において地上波テレビ放送がデジタル放送に完全移
行（東北 3県では 2012 年 3月に完全移行）したこと
は，まだ記憶に新しいところである（図 1）．

2.3　 テレビ本放送開始から60年目を迎えて
1953 年 2月 1日午後 2時にテレビ本放送が開始され

＊2  なお，超短波放送（FMラジオ放送）は，1969年に放
送が開始された．

超高精細度テレビジョン放送の
実現に向けた総務省の取組みについて

総務省 情報流通行政局放送技術課

山野哲也 Tetsuya Yamano 

ⓒ電子情報通信学会2013
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て以来，今年で 60 年目となる．テレビ放送は元気に
「還暦」を迎えたことになるが，それを支える放送技術
は，現在も日進月歩の勢いで進化している．
地上波テレビ放送のデジタル放送への移行が完了し

た現在，関連技術の動向等を踏まえつつ，今後の放送の
高度化について大きな方向性が明確になってきた．その
中でも特にエポックメーキングなものの一つが，超高精
細度テレビジョン放送の実現に向けた取組みである．

超高精細度テレビジョン放送の動向3
3.1　 高精細度テレビジョン（HDTV）放送について
現在のデジタル放送は，多くの番組が高精細度テレビ

ジョン放送となっている．少々聞き慣れない呼び方かも
しれないが，いわゆるデジタルハイビジョン放送，一般
的に HDTV（High Defi nition Television）と呼ばれて
いる放送のことである．これに対して，アナログ放送時
代に主流であったのが標準テレビジョン放送であり，一
般的に SDTV（Standard Defi nition Television）と呼
ばれている．現在のところ，CS放送ではまだ多くの標
準画質（SDTV）番組が放送されている．
なお，電波法施行規則では，走査方式が 1本おき（イ

ンタレース）の場合は走査線数が 1125本以上，走査方
式が順次（プログレッシブ）の場合は走査線数が 750

本以上の放送を高精細度テレビジョン放送と規定してい
る．加えて，デジタル放送に関する送信の標準方式を定
めている省令では，前者の有効走査線数は 1080本，後
者の有効走査線数は 720 本と規定しており，これらに
該当するものがHDTVである．
ここで，HDTVの画面の横縦比は 16：9であり，フ
ル解像度での画素数は 1920 × 1080 となる．水平（横）
方向の画素数が約 2000であることから，このような解
像度（いわゆるフルHDTV）の映像フォーマットを，
一般的に“2K”と呼んでいる．

3.2　 超高精細度テレビジョン（UHDTV）放送の検討
2K を超える解像度の映像フォーマットについては，
我が国からの積極的な提案も踏まえ，ITU（国際電気通
信連合）において国際標準化が進められてきた．
ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）では 2006
年に，4K（3840 × 2160）及び 8K（7680 × 4320）
と呼ばれる 2種類の映像フォーマットを，大画面ディ
ジタル映像（LSDI：Large Screen Digital Imagery）
用として採用する勧告が策定された．水平（横）方向の
画素数がそれぞれ約 4000，約 8000 であることから，
2K と同様，これらの映像フォーマットを一般的に
“4K”，“8K”と呼んでいる（図 2）．
4Kは 2Kと比べて 4倍の画素数を有する映像フォー

図1　テレビジョン放送のデジタル放送化の経緯
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マットである．既に映画のディジタル配信等に用いられ
ており，カメラやプロジェクタ等の対応製品に加え，
4K対応テレビも複数のメーカーから市販されている．
一方，8Kは 2Kと比べて 16倍，4Kと比べて 4倍の

画素数を有する映像フォーマットである．2012 年のロ
ンドンオリンピックの際には，8Kによる大画面でのパ
ブリックビューイングが行われ好評を博していたが，
8K対応テレビはまだ試作段階である．
標準化に話を戻すと，2012 年には ITU-R において，

4K及び 8Kの映像フォーマットによるテレビジョン放
送を超高精細度テレビジョン（UHDTV：Ultra High 
Defi nition Television）放送と呼び，このUHDTV に
よる放送を行う際の映像形式に関する勧告が策定され
た．UHDTVの画素数については 4K及び 8Kの 2種類
が規定され，フレーム周波数（1秒当りのフレーム数）
にはHDTVと同様の 24～ 60 Hz の各値に加えて，新
たに 120 Hz も採用された．また，表現可能な色域につ
いても，HDTVに比べて大きく拡張されている．
この国際標準化により，超高精細度テレビジョン放

送，すなわち 4K/8KによるUHDTV放送の実現に向け
て大きな一歩が踏み出されたことになる．
総務省では，このような国際標準化の動向等を踏まえ

ながら，4K/8K による放送の実現に向けた道筋（ロー
ドマップ）を明確化するための検討を進めてきた．

3.3　ロードマップの策定
4K/8K による放送の早期実現等，放送サービスの高

度化については，我が国の国際競争力強化の観点から
も，世界に先駆けて推進することが重要である．世界に
目を向けると，韓国では，放送事業者が 2012 年 10月
から地上波における 4K放送の実験を行っており，欧米

では，衛星放送事業者による 4K放送実現に向けた動き
が顕在化しているとの指摘もなされている．
我が国においては，このような諸外国の動きに後れを
取らずに，映像・放送分野における強みを最大限に発揮
して，高度な放送サービスの導入に向けた取組みを加
速・推進していく必要がある．
このような状況を踏まえ，総務省では「放送サービス
の高度化に関する検討会」において検討を進め，2013
年 5月，4K/8K による放送の早期実現に向けて，伝送
路，時間軸，実施・推進の主体等を明確化するととも
に，関係者が共同で取り組むべき目標と時期を定めた
ロードマップを取りまとめた＊3．
特に，これまでは 2020 年に 8Kの実用化試験放送を
開始することが関係者間での目標となっていたところ，
本ロードマップでは，この時期を 2016 年とし，4年間
前倒ししたことが大きな注目を集めている．
本ロードマップでは，4K及び 8K放送に用いる当面
の伝送路として，衛星のほか，ケーブルテレビや IPTV
を活用していくこととしつつ，衛星の各伝送路の役割を
図 3のとおり取りまとめている．
なお，東経 110 度 CS の左旋円偏波は現在使用され
ていないが，このほかにも，国際周波数調整の結果新た
な帯域が獲得できれば活用していくこととしている．
また，4K及び 8K放送の実現に向けた時間軸につい
ては，例えば，衛星における放送開始の目安に関しては
図 4のとおり取りまとめている．

＊3  詳細については，第3回検討会での資料3-1-1「スー
パーハイビジョンに関する検討結果について」（以
下URL）を参照頂きたい．http://www.soumu.go.jp/
main_content/000229166.pdf

解像度 現在の状況

2K
約 200 万画素
1920 × 1080
　＝ 2073600

高精細度
テレビジョン放送

（HD）

4K

約 800 万画素
3840 × 2160
　＝ 8294400

 2K と比べて 4倍

映画，カメラ，
プロジェクタ

（ディジタル制作・
配信）

8K

約 3300 万画素
7680 × 4320
 ＝ 33177600

 2K と比べて 16倍

パブリック
ビューイング等

図2　2K，4K及び8Kの映像フォーマットの概要

伝送路 役　割

124/128度CS
（現行）

・ これまでも，他の衛星メディアに先駆けて
3D等の先進的なサービスに対応．引き続き，
先進的，専門的，多様な放送番組を提供する
ことを通じて，多様な視聴者ニーズに応えて
いくことを期待．

・ 4Kをはじめ，今後開発が想定される新たな
圧縮技術に対応した放送やスマートテレビに
おける新たな放送連動アプリのトライアル等
の先行的な実施を想定．

110度CS

右旋
（現行）

・ 現在三波共用機で視聴している幅広い視聴者
に対し，地上波並みの高画質（2K）を中心に，
多様な放送番組を提供．

左旋
（予定）

・ 4K/8Kを中心に，幅広い視聴者に対し，多様
な放送番組を提供することを想定．

110度BS
（現行）

・ 現在三波共用機で視聴している幅広い視聴者
に対し，8Kを含め，可能な限り高画質の放
送番組を提供．

図3　衛星放送における各伝送路の役割

 2

 2
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3.4　新たな実施・推進主体の設立
本ロードマップでは，4K/8K のいずれの放送の場合

についても，早期の立ち上げを実現するために，放送の
初期段階においては，官民の関係者が協力して推進 体制
を整備し，当該分野に関わる我が国のリソースの集約を
図ることが必要であるとしている．そのため，2013 年
5月，この取組みの主体として，放送事業者や受信機
メーカー等の関係者が参加した組織である一般社団法人
「次世代放送推進フォーラム」が設立された．
同フォーラムは，日本放送協会や民放各社（地上放

送，衛星放送，CATV事業者），関連メーカー，電気通
信事業者等の 21社が参加してスタートしたところであ
るが，今後，高度な放送サービスの試行的な実施等を推
進していくことが期待されている．
このような推進体制における放送が行われていく過

程で，個々の放送事業者に 4K/8K放送に関する技術や
ノウハウ等が一定程度蓄積された段階では，個々の放送
事業者によっても，多様な 4K/8Kコンテンツが放送さ
れていくことが望まれる．本ロードマップでは，2016
年までには 4Kコンテンツ，2020 年までには 8Kコン
テンツについて，個々の放送事業者による提供が開始さ
れることが期待される，としている．

技術的条件に関する検討4
4.1　情報通信審議会での検討状況
総務省では，2013 年 5月，情報通信審議会において

「超高精細度テレビジョン放送システムに関する技術的
条件」について検討を開始した．先述のロードマップの
方向性を踏まえつつ，超高精細度テレビジョン放送，す
なわち 4K/8KによるUHDTV放送の実現に向け，現在，
衛星基幹放送を中心に，周波数使用条件，伝送路符号化
方式，情報源符号化方式，多重化方式等について検討を
進めているところである．

4.2　検討の方向性
衛星放送において 4Kや 8Kのような超高精細な映像
を伝送するためには，使用周波数帯域が限られている
中，現行の伝送方式に比べて効率的な伝送を実現可能な
最新技術を導入する必要がある．変調方式の多値化等に
よって同じ伝送帯域幅での伝送容量をできる限り拡大し
つつ，最新の情報源符号化方式によってビットレートを
できる限り抑えなければならない．
ここで，参考までに，関係省令において規定している
現行のデジタルテレビジョン放送に関わる主な技術基準
を比較してみると，図 5のとおりである．
 伝送路符号化方式については，同じ伝送帯域幅での伝

送容量を拡大するため，現行よりも多値化した変調方式
の検討が必要である．変調方式の多値化は，受信環境に
厳しい条件が要求されることとのトレードオフの関係に
なるが，例えば，16APSK＊4（16値振幅位相変調方式）
等の導入についても検討を進めている．
また，情報源符号化方式についても最新技術の導入を
検討している．現行の衛星放送では，映像符号化方式に
関しては，衛星基幹放送ではH.262/MPEG-2 Video が
広く使用されており，高度狭帯域伝送方式に基づく衛星
一般放送ではH.264/MPEG-4 AVCも使用されている．
なお，衛星基幹放送での高度広帯域伝送方式において
も，映像符号化方式としてH.264 が使用可能なように
技術基準が整備されている．
ここで，近年，H.264/MPEG-4 AVCに比べて倍程度
の圧縮性能を有する新たな映像符号化方式である
HEVC（High Effi  ciency Video Coding）の国際標準化
が進められ，2013 年 4月，ITU-T（国際電気通信連合

＊4  16APSK（16-Amplitude and Phase Shift Keying，16
値振幅位相変調方式）は，搬送波に16通りの振幅及び
位相の差を与えて送信することにより，4ビットの情
報を同時に伝送する変調方式である．

2014 年
（ブラジル（リオデジャネイロ）・ワールドカッ
プの開催年）可能な限り早期に，関心を持つ
視聴者が 4Kを体験できる環境を整備

・ 124/128 度 CSを活用．セットトップボックス（STB）等
を通じ，希望する視聴者が，自宅や量販店等で視聴可能な
環境整備を目指す．

2016 年
（リオデジャネイロ・オリンピックの開催年）
可能な限り早期に，関心を持つ視聴者が 8K
を体験できる環境を整備

・ 124/128度CSに加え，110度CSの左旋等の活用を想定．
・ 8K については，STB 等を通じ，希望する視聴者が，自宅
や量販店等で視聴可能な環境整備を目指す．
・ 4K については，より多くの視聴者が，STB 等を通じ，より
多様な放送番組を自宅で視聴可能な環境を整備することを
目指す．

2020 年
（オリンピックの開催年）希望する視聴者が，
テレビによって，4K/8K の放送を視聴可能な
環境を実現

・ 124/128 度 CS 及び 110 度 CS の左旋に加え，110 度
BS右旋等の活用を想定．
・ 4K/8K 双方の放送が視聴可能なテレビを通じ，より多くの
視聴者が，自宅等で，より多様な 4K/8K の放送番組を視
聴可能な環境整備を目指す．

図4　衛星での4K/8K放送実現に向けた時間軸
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電気通信標準化部門）においてH.265 として勧告化さ
れた．4K/8K による放送を限られた伝送帯域で行うた
めには新たな映像符号化方式が必須であり，その採用に
ついて検討を進めているところである（図 6）．
一方，多重化方式については，現在，複数ネットワー
クを用いるハイブリッド配信等を想定した新たな多重化
方式であるMMT（MPEG Media Transport）につい
て国際標準化が進められている．現行の地上放送や衛星
放送で採用されているMPEG-2 Systems に加えて，こ
のMMT等も超高精細度テレビジョン放送における多
重化方式の候補の一つとして，国際標準化の動向もにら
みながら検討を進めている．
情報通信審議会では，現在，これらの項目等につい
て検討を行っているが，具体的な調査・検討は，同審
議会の情報通信技術分科会に設置されている放送シス
テム委員会において行われている．同委員会では，
2013 年 7月，超高精細度テレビジョン放送に係る衛星
デジタル放送方式の要求条件（案）を取りまとめたと
ころであり，今後も引き続き，詳細な検討を進めてい
くこととしている．

地上

BS CS

広帯域
伝送方式

高度広帯域
伝送方式

狭帯域
伝送方式

高度狭帯域
伝送方式

広帯域
伝送方式

高度広帯域
伝送方式

使用周波数帯 UHF 帯 11.7～12.2 GHz 12.2～12.75 GHz

伝送帯域幅 5.7 MHz 34.5 MHz 34.5 MHz 27 MHz 27 MHz 34.5 MHz 34.5 MHz

変調方式※1 （DQPSK）QPSK, 
16QAM, 64QAM

BPSK, QPSK, 
TC8PSK

π/2シフトBPSK, 
QPSK, 8PSK QPSK BPSK, 8PSK BPSK, QPSK, 

TC8PSK
π/2シフトBPSK, 
QPSK, 8PSK

変調速度 ─ 28.86 Mbaud 32.5941 Mbaud ─ ─ 28.86 Mbaud 32.5941 Mbaud

情報レート
（標準レート）

約18 Mbps
（64QAM, 3/4, 
ガード比：1/8）

※ 最大約 23 Mbps

最大約 52 Mbps
（TC8PSK, 2/3） 最大約 70 Mbps 約 29 Mbps 最大45 Mbps 最大約 52 Mbps

（TC8PSK, 2/3） 最大約 70 Mbps

誤り
訂正方式

内符号 畳込符号化※1 畳込符号化※1

又はTC（2/3） LDPC※2 畳込符号化※1 LDPC※3 畳込符号化※1

又はTC（2/3） LDPC※2

外符号 短縮化 RS※4 短縮化 RS※4 BCH 短縮化※5 短縮化 RS※4 BCH 短縮化 RS※4 BCH 短縮化※5

スクランブル方式 MULTI 2

多重化方式 MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems, 
TLV MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems, 

TLV

映像符号化方式 MPEG-2 H.264 MPEG-2 MPEG-2 又は
H.264 MPEG-2 H.264

音声符号化方式 MPEG-2 AAC MPEG-2 AAC※6 MPEG-2 AAC※7 MPEG-2 AAC MPEG-2 AAC※6

映像入力
フォーマット 480/I, 480/P, 720/P, 1080/I 480/I, 480/P, 

1080/I, 1080/P 480/I, 480/P, 720/P, 1080/I 480/I, 480/P, 
1080/I, 1080/P

色域 ITU-R BT.709 IEC 61966-2-4 ITU-R BT.709 IEC 61966-2-4

図5　現行のデジタルテレビジョン放送方式に係る主な技術基準の比較

※ 1　符号化率 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
※ 2　符号化率 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 9/10 ただし，8PSKは 3/4 以下
※ 3　符号化率 3/5, 2/3

※ 4　短縮化リードソロモン（204,188）
※ 5　BCH（65535, 65343）短縮化
※ 6　最大入力音声チャネル数は 22.2

※ 7　MPEG-2 Audio BC も使用可能

方式 規格・勧告 備　考

H.262/
MPEG-2
Video

ISO/IEC 13818-2:2000
“Information technology, 
Generic coding of moving 
pictures and associated audio 
information‒part 2: Video”

ITU-T Rec. H.262（2000）

○ ITU-T及び ISO/IECで
共通内容を規格化

○ 先発各国のデジタル放
送規格として利用中

MPEG-4
Visual

ISO/IEC 14496-2:2004
“Information technology, 
Coding of audio-visual 
objects‒part 2: Visual”

○ デジタル放送での利用
例なし

H.264/
MPEG-4
AVC

ITU-T Recommendation 
H.264 （2003）
“Advanced Video Coding for 
generic audiovisual services”

ISO/IEC 14496-10:2005
“Information technology, 
Coding of audio-visual 
objects‒part 10: Advanced 
Video Coding”

○ ITU-T及び ISO/IECで
共通内容を規格化

○ 後発各国のデジタル放
送規格として利用中

○ 高度狭帯域伝送方式
（CS），高度広帯域伝
送方式（BS，CS），ワ
ンセグの符号化方式に
採用

H.265/
MPEG-H
HEVC

ITU-T Recommendation 
H.265 （2013）
“High Effi  ciency Video Coding”

ISO/IEC 23008-2:2013
“Coding of Moving Pictures 
and Audio part 2 High 
Effi  ciency Video Coding”

○ ITU-T及び ISO/IECで
共通内容を規格化

○ 2013 年 1月に最終規
格草案を発行し，実質
的に標準化を完了

○ 2013年4月，ITU-Tに
おいてH.265として勧
告化（Pre-Publish版を
公開）

図6　映像符号化方式に関わる主な国際標準化の動向
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放送事業用無線局について5
5.1　放送事業用無線局（FPU）の概要
超高精細度テレビジョン放送の実用化に向けては，放

送方式に係る技術的条件の検討だけではなく，放送事業
に用いる各種設備の高度化も必要である．
ここで，放送事業用無線局（FPU：Field Pick-up 

Unit）に関する取組みについても紹介しておきたい．
FPUは，放送局において，取材現場等の局外から放

送スタジオへの報道番組の中継や番組素材の伝送等に用
いられている．FPU の使用周波数帯としては，
800 MHz 帯のほか，マイクロ波帯，42 GHz 帯及び
55 GHz帯が用意されている．
このうち 800 MHz 帯（770 ～ 806 MHz）を用いる
FPUは，その周波数特性から見通し外の伝送に強く，
マラソン等における 2013.8.312013.8.31 中継車から
の移動中継等，放送現場で広く利用されている．しかし
ながら，移動通信システムの利用拡大に対応するため，
FPUは 800 MHz 帯から移行することとなり，その移
行先として新たに 1.2 GHz 帯及び 2.3 GHz 帯を用いる
こととし，2012年 4月に周波数割当計画が変更された．
1.2 GHz帯及び 2.3 GHz帯において，800 MHz帯で

用いられてきた FPUの性能や運用性をできる限り確保
するため，これらの帯域で使用される FPUの技術的条
件について，2013 年 1月，情報通信審議会より答申を
受け，その後，所要の規定を整備したところである．

5.2　 120 GHz 帯を使用する FPU の技術的条件の検討
4K/8K 放送の実現のためには，膨大な情報量の番組

素材を遅延なく伝送可能なシステムの実用化が必要不可
欠である．特に，無線を用いて 4K/8K放送に必要な素
材伝送を行う FPUの開発は，機動性や回線設定の柔軟
性等の観点からも喫緊の課題となっている．
このため，総務省では，4K/8K を用いた番組素材の

伝送が可能となるよう FPUの高度化を図るべく，現状
よりも高い周波数帯である 120 GHz 帯を使用する FPU
の実用化に向けて，必要となる技術的条件の検討を行っ
てきた．
その結果，放送事業用無線局の高度化のための技術的

条件のうち，120 GHz 帯（116 ～ 134 GHz 帯）を使
用する FPUの技術的条件について，2013 年 7月，情
報通信審議会より答申を受けたところである．今後，こ
の答申を踏まえ，所要の規定を整備する予定である．

おわりに6
超高精細度テレビジョン放送，すなわち，4K/8K に
よるUHDTV放送の実現に向けては，非常に多くの技
術的事項の検討が必要である．総務省では，産学官の関
係者と密接に連携・協力しながら，鋭意検討を進めてい
るところである．
本稿では，総務省において現在検討中の事例を多く紹
介させて頂いたが，今後，これらの検討結果に是非注目
して頂ければ幸甚である．

山野哲也
　
平10郵政省（現 総務省）に入省．以来，
情報通信行政に従事．平 24から情報
流通行政局放送技術課課長補佐．現在
は，超高精細度テレビジョン放送の実
現に向けた技術的条件の検討，放送技
術に関わる研究開発の推進，放送の安
全・信頼性の確保に関する業務等に取
り組んでいる．
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はじめに1
いろいろな御縁があり，中国浙江省杭州市に半年
ほど滞在することができた．中国の重点大学の一つ
である浙江大学があり，そこにお世話になってい
た．浙江大学は，中国の大学では清華大学，北京大
学に続くトップレベルの大学である．ただ，この記
事は街 plus 探訪ということもあり，大学の話には
特に触れず，魅力的な杭州市の紹介をメインでして
いくことにする．

杭州 （Hangzhou） とは？2
中国杭州は，中国七大古都の一つとして数えられ

る．呉越国，そして南宋の都が置かれたのがこの杭
州である．杭州市は浙江省の省都であり，上海市の
南に位置する．江苏省南部，上海，杭州で囲まれた
地域は揚子江デルタと呼ばれており，中国において
最も経済が発展している地域である．かのマルコ
ポーロが「世界で最もきれいな街」と絶賛した所で
あり，古い詩で「上有天堂，下有苏杭」（上の世界
には天国があり，人間の世界には蘇州と杭州があ
る．）とうたわれ，「人間天堂」（人の世の天国）と紹
介されることもある．特に杭州にある西湖は 2011
年に世界遺産としても登録されており，中国のみな
らず世界的に認知された絶景がそこにはある．

西湖 （Xihu）3
杭州といえば西湖である．百度（baidu）百科に

よると，面積は約 6.5 km 2，南北長約 3.2 km，東
西は約 2.8 km，一周は約 15 km とのことである．
2011 年の国土地理院の資料によると琵琶湖の面積
は 670.25 km 2 であり，それと比べるとずいぶん西
湖は小さいことが分かる．しかしながら，西湖の魅
力は大きさではなく，場所ごとに見せる様々な景色
である．この西湖は東西南北で領域が分けられ，東

は街の中心で栄え，西は幽玄，南は活気付き，北は
雅な雰囲気に整備されている．西湖は昔より中国の
文人が多く訪れており，西湖の絶景を 10か所選ん
だものが西湖十景である．苏堤春晓，曲院风荷，平
湖秋月，断桥残雪，柳浪问莺，花港观鱼，雷峰夕
照，双峰插云，南屏晚钟，三潭印月がそれに当た
る．例えば，「苏堤春晓」は苏堤という堤があり，
その春の様子が美しいということである．それぞれ
の場所に行くと大きな石碑が建てられているのだ
が，全部回るのは短時間では難しく，数日かけて回
るのが良いであろう．一番のおすすめは，三潭印月
（図 1）．これは西湖の中に島があり，その島「三潭
印月」から見た月夜の灯籠の景色が該当するのであ
るが，島に行くには船に乗る必要があり，その船が
なかなか清々しい気分にさせてくれる．船は夜には
運行していないので，本当の三潭印月は拝むことは
できないのだが，灯籠の周りを行き交う小舟がまた
乙である．そのほかにも西湖の南にある塔である
「雷峰塔」を夕日に見る雷峰夕照もなかなかいいと
思う．夕焼けの西湖は格別である．
周恩来は西湖が非常に好きだったらしく，何度も
訪れているらしい．日中国交正常化を実現した田中
角栄も周恩来に来賓として招かれ，この地に来てい
るとのことである．田中角栄は中国人にとっては有
名な日本人の一人といえる．

図 1　三潭印月

街

探訪
plus

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所　小林真輔　Shinsuke Kobayashi

世界が認める絶景 杭州

「杭州是人间天堂」
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世界が認める絶景 杭州「杭州是人间天堂」

お茶4
杭州はお茶で有名である．中国十大茶葉の中で

トップといわれる龙井茶（Long jing cha）は杭州の
名産品である．特に西湖周辺で栽培される龙井茶は
西湖龙井と呼ばれ，中でも高価なお茶である．ちな
みに，杭州市だが西湖の近くではない場合は，杭州
龙井と呼ばれる．梅家坞（Mei jia wu）は龙井茶の
代表的な産地であり，周恩来がその地を訪れたこと
から中国では知られるようになった．杭州滞在中に
その有名な梅家坞に行くことができた．参考文献
（1）によると，日本のお茶は平安時代の初期に遣唐
使がもたらしたといわれている．その当時は輸入し
ていたらしいが，平安末期になり，栄西禅師がその
著書「喫茶養生記」において，お茶の種類や製法等
を説き，栄西がもたらした種を宇治で栽培し始めた
のがお茶の始まりといわれている．そのため，中国
のお茶も日本のお茶もお茶の木自体は元々同じ種類
である．
では，何が異なるかというと，茶葉を摘んだ後の
製法が異なる．日本では，宇治の永谷宗円という人
が，茶葉を蒸して乾かす，「青製煎茶」という製法
を編み出し，それが現在の煎茶となっている．日本
の煎茶は，ざっくりとした行程でいうと，最初に茶
葉を蒸した後に乾燥させてから，最後に熱を加えな
がら揉むという行程を経て完成する．一方，中国に
おいては，天日干しした後に，お茶を炒める．そし
て，お茶を揉む．その後，乾燥させることで完成す
る．4 kg の生茶葉が，1 kg になるとのことで完成
品は 25％になるらしい．
本当に高いものだと，1 kg 18 万元（約 288万円）

という破格の値段になるとのことであるが，これは
お茶自体がどうであるかというよりも，お茶の木自
体が由緒あるものであることが原因であるようだ．
昔の中国の清の 6代目皇帝である乾隆帝が茶摘みを
行ったといわれている「十八 御茶園」のお茶とい
うことで高い値が付けられているとのことである．
普通の人はそこまで高いお茶を飲むことはないが，
それでも上の等級のものになると特級で
500 g 3000 元（4万 8000円），1級のもの
でも 500 g 2000 元（3万 2000 円），2級
でも 500 g 1500 元（2 万 4000 円）する
とのことで価値がお分かり頂けると思う．
この等級であるが，ここ龙井では，清明
節（旧暦の春分の日から 15日目に当たる
節季．4月上旬．中国では連休になる）の
前に摘んだ一番茶葉で作ったお茶が高い

とされていて，そのあと摘んだ 2番茶葉，3番茶葉
となるごとに価格が落ちる．また，茶葉のそろい具
合なども価格の要素に入るらしい．先に書いた特級
は 1番茶，1級は 2番茶，2級は 3番茶であると考
えていただければいい．特級の茶葉と 2級の茶葉
を比較させてもらった．図 2と図 3にあるように，
発色，葉の並びなどの違いが見て取れると思う．香
りは写真では伝わらないが，特級の物は非常にいい
香りであり，いいお茶であることを感じ取ることが
できるものであった．
杭州に行ったら是非立ち寄って頂きたい場所の
一つである．日本のガイドブックにはあまり書かれ
ていない絶好の観光スポットであることは間違いな
い．あと，お茶は高いものはここに書いたように高
価であるため，よく考えて買うようにした方がい
い．日本人観光客相手だとお金を吹っかけてくる所
もあるようなので，よくよく吟味して買われること
をお勧めする．試飲もできるので飲んでみるのもい
いと思う．試飲できない店は良心的ではないので，
やめた方がいい．

交通5
長距離移動は鉄道かバスになる．高速鉄道が上海
から延びており，杭州駅が終点である．また，杭州
南駅は更に温州など南の地域に延びた鉄道が走って
いる．高速鉄道はいわゆる日本の新幹線であり，日
本人には非常になじみのある作りになっている．長
距離バスも駅が市内に 4か所あり，それぞれ近隣
の都市に移動することができる．
市内はバス若しくはタクシーでの移動が専らで
ある．2012 年現在，地下鉄工事を行っているとこ
ろであり，数年後には移動手段が地下鉄へ移行して
いくと思われる．バスは日本のように時刻表はな
く，始バスと終バスの時間が書かれているだけであ
る．そのかわり，バス停にはディスプレイが設置さ
れており，到着予想時刻が出ている．これは時刻表
を書いたところで時間通りに運行できないことは明

図 2　特級茶葉 図 3　２級茶葉
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らかなので，あえてなくしているものであろう．感
覚的にいうと最悪で 20 分待ちというところだが，
おおむね 5分から 10分で望みのバスが来ていると
思う．バスはおよそ 2元から 3元ほどの運賃で乗
ることができ，多くの地元の人が利用している．料
金は現金か市民カード（IC カード）であり，この
点は日本と同様である（図 4）．ICカードは，杭州
市に限らず，揚子江デルタのそれなりの都市では多
くが導入しているようで，上海はもちろんのこと，
無錫などでも同様の設備を見掛けた．
また，西湖周辺を楽しむツールの一つになり得る
のが，貸し自転車である．街の至る所に自転車貸し
出し所があり，そこに自転車が置かれていれば借り
ることができる（図 5）．借りるためには，市民カー
ドかレンタル用の ICカードが必要である．ICカー
ドは非接触 RFID（図 6）であり，借りるときには，
自転車のそばに設置されている端末に入力し，実際
に借りる自転車のそばにあるリーダにタッチする．
そのため，自転車貸し出し業務は無人で実現されて
いる．また貸し出しデータは一元管理されており，
返却はどの貸し出し所でもよい．貸し出し所の数は
かなり多いため，非常に便利に利用することができ
る．非接触RFIDのいい使い道で日本も参考にした
らどうかと思う．個人的には京都等でこの手の自転
車貸し出し所を整備するとうれしい人が多いのでは
なかろうかという気がしている．西湖もそうだが，
観光シーズン（西湖の場合は春か秋）になると観光客
が西湖周辺に押し寄せてきて，かなりの混雑になる．
車は大渋滞で通常の数倍時間がかかるというのはざ
らである．同様に京都も紅葉の季節などは悲惨な混
み具合である．自転車であればすいすいと回れるの
で，幸せな気がする．ただ，京都も狭い道に自転車で
行くのは難しいので一旦自転車を置いて回るといっ

たことになるであろうが，それも貸し出し所などを
うまく整備すれば可能かと思う．

携帯電話6
特に杭州ということではないのだが，中国の携帯
電話事情にふれてみる．中国は三つのキャリアが
競っている．中国移動（China Mobile），中国联通
（China Unicom），中国电信（China Telecom）の
3社である．中でも最もシェアを持っているのは中
国移動であり，市場の 5割以上といわれている．
ついで联通，电信となっている．中国移動がなぜ
シェアが大きいのか？  という疑問が出るのだが，
中国に行き，町中を見ていると理由はすぐに分か
る．中国移動は販売店や代理店がかなり多いのであ
る（図 7）．直営店の数は中国联通や中国电信も大
きく差はないかもしれないが，代理店の数は圧倒的
に中国移動が多い．中国は日本のような口座引き落
としやクレジットカードでの支払いではなく，プリ
ペイド方式であるためプリペイドカードを購入して
チャージすると利用することができるようになる．
このプリペイドカードが買いやすいかどうかも利用
しやすいかどうかの物差しの一つになってくる．た
だし，私は，実際はプリペイドカードでは支払った
ことはなく，販売店に出向きお金を渡してチャージ
していた．カードや直接支払い以外ではネットでの
支払いというのがあるのだが，インターネットに不
慣れな年配の世代だとやはりプリペイドカードを買
い，電話でチャージするというのが一般的だと思わ
れる．
Smartphone ユーザも若い世代には多いが，年配
世代ではほぼ Feature phone である．安いものだ
と 100 元（=1600 円）ほどで売られており，私も
実は最初その 100 元携帯を使っていた．明らかに
無断盗用と思われるのだが，起動時の音がドラえも
んに出てくる効果音で，いかにも中国という雰囲気
満点である．Smartphone であれば，ピンキリでは

図 4　バスの運賃箱 図 5　自転車貸し出し所 図 6　RFID リーダ
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あるが，TCL などの中国企業のものは 2000 元
（=32000 円）ほどから，日本でも人気の Galaxy 
や iPhone だと 5000 元（=80000 円）ほどする．
iPhone は日本のように割賦で買うコースも用意さ
れているが，ほかの Smartphone は基本的には機
械を購入して使用するようである．これは，信頼度
の違いから来ているのであろう．通話がプリペイド
であったり，機器購入が必要であったりするのは，
料金未払いが起こる確率が高いということであろ
う．ビジネスも現地の習慣を把握して考える必要が
あるということか．
ネットワーク自体は 3Gであれば日本と同様のス
ピードで利用できていると思われる．ただし，日本
のコンテンツを見ようとすると，そもそも海外の
Webに検閲が入るためかスピードはあまり出ない．
そのため，時間がかかる印象はあった．

グルメ7
中華料理といっても，地方ごとに特色があり同じ
ものではない．少し考えれば分かる話であるが，中
華料理屋は中国には存在せず，それぞれの地方の名
前が料理につく．日本で有名なのは広東料理や四川
料理であるが，杭州はそれとは異なり杭州料理と呼
ばれる独自の料理が存在する．内容としては上海料
理に近いと思われる．特徴としては酸酸甜甜（甘
酸っぱい）である．日本では四川料理のような辛い
料理のイメージが強いかもしれないが，ここの料理
はあまり辛いものはなく，比較的日本人の味覚に近
いと思われる．西湖醋鱼はその典型的な料理といえ
る．西湖で取れる淡水魚を蒸して，甘酢あんかけを
した料理である．高級なレストランの料理の場合，
うまく泥臭さが抜けており，いい味である．また，
ほかの有名な料理には东坡肉と呼ばれる料理があ
る．これは，日本の豚の角煮の元祖のような料理で

ある．有名な北宋の詩人である苏东坡の名前にちな
んでつけられた料理である．見た目もそうである
が，食べた感じも豚の角煮である．脂身もうまく調
理されており脂っこさを感じない．また，龙井茶と
エビを一緒に炒めた龙井虾仁も杭州料理である．お
茶は漢方薬の一種であり，その手の薬草と料理をあ
わせて食べるのも中華料理らしい料理であろう．
もし行かれる機会があれば，西湖の北側に位置す
る新新饭店のテラスのある席がおすすめである．地
元料理を食しながら西湖の夕暮れを見るのは誠に格
別で，この地に立って良かったと思わせてくれる．

おわりに8
私の滞在中に尖閣諸島問題が起き，残念ながらこ
の文章を執筆している今でもあまり状況が良くなっ
てはいない．ただ，杭州の人たちは報道されている
ような危ない様子はなく，普段と変わらぬ生活を
送っている．日本車等も普通に走っており，何事も
ないかのようである．中国の問題は日本だけの話で
はなく，中国自身の問題も含まれているだけに表現
は難しいのであるが，多様な人たちが暮らしている
ため，報道されているものだけが真実ではない．地
理的には近く，古来より交流のある国同士であるた
め，これ以上の関係悪化は望ましくはない．
私の記事が皆様の中国の理解の助けになれば幸
いである．この記事が掲載されるころには様子が変
わっていることを期待している．最後に，私の中国
生活は中国における友人なくしては成り立ってはい
なかった．浙江大学のホスト役になって頂いた施一
明老师，潘再生老师，公私ともに私を支えて頂き助
けて頂いた姜伟老师，张武明老师，许超老师ら皆様
の暖かい御支援にはただただ感謝の気持ちで一杯で
ある．この場を借りてお礼を申し上げたい．

● 文献
お茶百科，http://ocha.tv（1） 

小林真輔 （正員）
2003阪大大院基礎工学研究科博士
課程修了．同年，東大大院情報学
環助手，2006 年 10 月同特任准教
授，2012 年 3 月中国浙江大学訪
問学者，2012 年 11 月 YRP ユビ
キタス・ネットワーキング研究所
主幹研究員．博士（工学）．

図 7　中国移動特約店
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11 はじめに
通信ソサイエティ（以下，通ソ）では，第8回目となる通信ソ

サイエティ論文賞の選定を行い，11編の論文を選定した．本
稿では，今年度（2011年10月～ 2012年 9月）の受賞論文と
総評を，和文論文誌，英文論文誌，和文マガジンの順に述べる．

22 和文論文誌
選考は，1） 候補論文推薦，2） 予備投票，3） 審査査読，
4） 候補論文絞込み（審議），5） 候補論文選定（投票），6） 受
賞論文決定（編集会議）の段階を踏む．結果として，今年度
は以下の4編を受賞論文として選定した．
受賞論文は，内容が整理されており論旨の展開が分かりや

すく，論文の要である新規性，有効性，信頼性が明解に記述さ
れている．和文論文誌は，研究を始めたばかりの学生や若手
研究者が母国語で論文を読める貴重な存在である．良い論文
を読むことは，技術的理解を深めるだけではなく，良い論文を
書くことへも繋がる．これらの受賞論文を手本に，今後も積
極的な論文投稿を期待する．
なお，和文論文誌では 2006 年以降の各受賞論文を下記

URLから無償で閲覧できる．御活用頂きたい．

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

■ 優秀論文賞

「 右手 /左手系複合伝送線路を用いた小形広帯域
携帯端末用アンテナ」

道下尚文，北原裕久，山田吉英
 Vol.J95-B, No.9, pp.1060‒1068, Sept. 2012

受賞理由：本論文では，メタマテリアルの一種である右手 /
左手系複合伝送線路を漏れ波アンテナとして用いた携帯端
末用小形アンテナを提案している．右手 /左手系複合伝送
線路の分散特性から漏れ波アンテナとして広帯域設計が可
能であることを明らかにした上で，実際のアンテナ構造へ
と展開し，給電部や終端条件の影響を明らかにしている．
携帯端末において多くの周波数が使用されるようになった
現在，アンテナの広帯域化は極めて有効な技術である．右
手 /左手系複合伝送路の適用が小形広帯域アンテナ実装へ
の選択肢として新たに加わったことは，端末メーカーにとっ

て設計の自由度を高めることになり高く評価できる．

「 変調サイドバンド光を用いた半導体レーザ発振
周波数の ITU-T周波数グリッドへの安定化」

水鳥明，古賀正文
 Vol.J94-B, No.12, pp.1538‒1546, Dec. 2011

受賞理由：本論文では，半導体レーザ発振周波数の ITU-T
（国際電気通信連合電気通信標準化部門）によって規定さ
れた周波数グリッドへの変調サイドバンド光を用いた安定
化方式について提案し，その原理と実験的検証結果を述べ
ている．光位相の変調特性を組み合わせることにより，光
周波数のグリッドへの任意の調整を実現した点は興味深
い．本提案により，波長多重をベースとした光ネットワー
クの周波数利用効率が向上するだけでなく，同期ホモダイ
ン方式など，周波数安定性の問題で実用に至っていない高
度な伝送方式の実現に再び可能性が出てくることが考えら
れ，光通信分野に大変有益な論文と評価できる．

■ チュートリアル論文賞

「 JEM/SMILES 用サブミリ波アンテナ・受信機光
学系」

真鍋武嗣，西堀俊幸，菊池健一，落合啓，瀬田益道，
大嶺裕幸 Vol.J95-B, No.9, pp.990‒1002, Sept. 2012

受賞理由：本論文は，2009年 9月に国際宇宙ステーション日
本実験棟「きぼう」の船外プラットホームに取り付けられて
成層圏大気の観測で用いられた，超電導サブミリ波リム放射
サウンダ（SMILES）のサブミリ波アンテナ・受信機光学系に
関する論文である．厳しい温度環境に曝されるために発生す
る主鏡・副鏡部とビーム伝送系の熱変形への対策とその評価
結果をはじめ，各構成部の課題や設計及び性能の概要を紹介
している．SMILESの開発課題に対し，相似変形を取り入れ
た熱構造設計，定在波抑圧設計，外来雑音に対するEMC設
計を利用した手法は高く評価できる．更に，取得された観測
データは大気化学過程の解明やオゾン層の将来の予測への
貢献が期待されるなど，学術的価値の高いものとなっている．

「 OFDM受信用アダプティブアレー」

藤元美俊 Vol.J95-B, No.9, pp.1015‒1024, Sept. 2012

通信ソサイエティ編集会議
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受賞理由：OFDMはガードインターバル（GI）により遅延波
の影響を抑圧できるが，地上波デジタル放送やセル半径が
大きなシステムでは，GIを超える遅延波による特性劣化が
問題となる．アダプティブアレーは，長遅延波抑圧のための
一つの候補となるが，本論文ではOFDM伝送の課題を述べ，
従来，ある程度試行錯誤的に決められたOFDMの適用領域
をドップラー周波数と遅延スプレッドの観点から定量的に明
らかにしている．更に，受信用アダプティブアレーについて，
その構成方法・制御方法について解説したのち，具体的な
OFDMパラメータやブランチ数による特性改善限界，地上
デジタル放送を例にとった評価結果を示しており，産業及び
学術の発展に大いに寄与するものと考えられる．

33 英文論文誌
例年通り，英文論文誌編集委員会内に論文賞EB選定委員
会を組織して選考に当たった．選考の手順は以下の通りであ
る．まず正員や編集委員会から推薦されてきた論文の中から，
査読時のスコアが上位の論文を対象に，一次審査として簡易
査読審査を行って候補論文を絞り込み，次いで二次審査とし
て，一次審査を通過した全候補論文の詳細な審査査読を行っ
た．全ての候補論文の内容を把握できるように，一次審査，
二次審査ともに，各選定委員には全候補論文の審査査読をお
願いした．二次審査の審査査読終了後に，論文賞EB選定委
員会を開催して，各候補論文の内容について審議したのち，
投票により受賞論文案を決定し，英文論文誌編集委員会での
承認，通信ソサイエティ編集会議での議論を経て，最終決定
した．
今年度は，英文論文誌からは電子情報通信学会論文賞に1

編，通信ソサイエティ論文賞としてBest Paper Awardに 3
編，Best Tutorial Paper Awardに 3編の論文が選ばれた．
残念ながらBest Letter Award は該当なしとなった．受賞論
文は，独創的なアイデアに基づくもの，新規性・有効性・了解
性がバランス良く評価されたもの，切り口が斬新なものなどそ
れぞれに特徴があり，特に今年度はバラエティに富んだ3編
もの招待（サーベイ）論文がBest Tutorial Paper Awardに
選ばれた点が例年と異なる特徴である．
英文論文誌では2006年以降の全ての受賞論文を無償で公

開している．是非，下記URLから，受賞論文を御覧頂き，研
究・開発・教育等の活動にお役立て頂きたい．

http://www.ieice.or.jp/cs/jpn/EB/indexJ.html

■ Best Paper Award

“ Simplifi ed Capacity-Based User 
Scheduling Algorithm for Multiuser MIMO 
Systems with Block Diagonalization”
Yuyuan CHANG and Kiyomichi ARAKI
 Vol.E94-B, No.10, pp.2837‒2846, Oct. 2011

受賞理由：マルチユーザMIMO伝送における最適ユーザスケ

ジューリングには膨大な演算量が必要となるため，逐次処
理により演算量低減を図る手法がこれまでに検討されてき
た．本論文は，低演算量で実現可能な，グラムシュミット
直交化を用いた新たなユーザスケジューリング方式を提案
するものであり，演算量低減と特性改善の両方を同時に実
現できること，また高SNRの領域では理想的な特性が得ら
れることが，精緻な理論解析及びシミュレーションにより
示されている．斬新なアイデアに基づく優れた論文であり，
新規性，有効性の点で高く評価できることから，通信ソサ
イエティBest Paper Awardにふさわしいと判断した．

“ Single Front-End MIMO Architecture with 
Parasitic Antenna Elements”

Mitsuteru YOSHIDA, Kei SAKAGUCHI, and 
Kiyomichi ARAKI
 Vol.E95-B, No.3, pp.882‒888, March 2012

受賞理由：複数RFフロントエンドを持つMIMOシステムは，
そのサイズや消費電力の点から小形端末への実装が課題と
されてきた．本論文は，1素子にのみ受信機を接続し，残
りの素子に寄生素子を用いた単一 RFフロントエンド
MIMO受信機を提案しており，アンテナを切り換えながら
負荷リアクタンスを制御することで，複数RFフロントエン
ドを持つMIMOシステムと同等の性能が実現できること
を，理論解析とシミュレーションの両方で示している．独
創的なアーキテクチャの発案に至る過程や性能解析方法が
明快に書かれており，新規性，有効性の点でも高く評価で
きることから，通信ソサイエティBest Paper Awardにふ
さわしい論文であると判断した．

“ Analysis of Eff ect of User Misbehaviours 
on the Reservation-Based MAC Protocols 
in Wireless Communication Networks”

Norrarat WATTANAMONGKHOL, Warakorn 
SRICHAVENGSUP, Pisit VANICHCHANUNT, 
Robithoh ANNUR, Jun-ichi TAKADA, and 
Lunchakorn WUTTISITTIKULKIJ
 Vol.E95-B, No.9, pp.2794‒2806, Sept. 2012

受賞理由：本論文は，ランダムアクセスにより送信権を獲得
後，データ送信を行うタイプの予約型MAC層プロトコル
において，標準動作に意図的に従わない悪意ユーザが正常
ユーザに与える影響を理論的に考察したものである．
MAC層プロトコルの性能に悪意ユーザが与える影響を多
角的に評価した理論検討は斬新であり，正統的で明快な解
析手法によって厳密解が導出されていること，厳密解に基
づいて網羅的に数値実験が行われ，工学的に有益な知見が
獲得されていることなど，了解性の高い模範的なスタイル
で書かれた論文であり，通信ソサイエティ Best Paper 
Award にふさわしいと判断した．
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■ Best Letter Award

該当なし

■ Best Tutorial Paper Award

“ Design of MIMO Antennas for Indoor 
Base Station and Mobile Terminal”

Hiroyuki ARAI and Daisuke UCHIDA
 Vol.E95-B, No.1, pp.10‒17, Jan. 2012

受賞理由：MIMOアンテナデザインにおいて，チャネルキャ
パシティの改善には，高い SNRの獲得とアンテナ間の相
関の低減が重要であるが，本論文はこの両者がチャネル
キャパシティに与える影響を理論的に考察するとともに，
著者が自ら設計・実装した室内移動体通信システム向け
MIMOアンテナによる実験を通してその影響を検証した
ものである．MIMOアンテナ設計における実用的な指針
を理論的に提示し，その正当性を実験により多角的に検証
した本論文は，MIMOアンテナ設計に従事する研究者・
技術者にとって有益な内容を有することから，通信ソサイ
エティ Best Tutorial Paper Award にふさわしい論文で
あると判断した．

“ Using a Renormalization Group to Create 
Ideal Hierarchical Network Architecture 
with Time Scale Dependency”

Masaki AIDA
 Vol.E95-B, No.5, pp.1488‒1500, May 2012

受賞理由：本論文は情報ネットワークシステムが具備すべき
機能を階層構造と時間スケールの観点から概観し，古典的
な確率過程論や物理の理論を駆使してネットワークアーキ
テクチャの設計や制御の方法論を構築しようとする大変意
欲的な論文であり，新世代ネットワークの一つの方向性を
具体的に示しているという点で極めて高く評価できる．本
論文の高い新規性と理論の応用の仕方は，通信という分野
を広範囲にかつ高いレベルで啓蒙することができるレベル
のものであり，通信ソサイエティ Best Tutorial Paper 
Award にふさわしい論文であると判断した．

“ Survey of RFID and Its Application 
to International Ocean/Air Container 
Tracking”

Minoru KATAYAMA, Hiroshi NAKADA, Hitoshi 
HAYASHI, and Masashi SHIMIZU
 Vol.E95-B, No.3, pp.773‒793, March 2012

受賞理由：本論文は，各種RFID（パッシブ，セミ・パッシ
ブ，アクティブRFID）の背景・歴史，システム原理，適
用例，標準化・法制化の動向を広く紹介するものであり，

アクティブRFIDの具体的な応用例として，著者らが開発
した船舶や飛行機のコンテナ輸送追跡システムとそのパイ
ロット実験の概要も述べられている．100件を超える豊富
な文献を引用しつつ，図面や実物の写真を多用して読者が
RFIDを具体的にイメージしながら理解できるように工夫
されており，アクティブRFIDに従事する技術者にとって
大変有益な内容となっていることから，通信ソサイエティ
Best Tutorial Paper Award にふさわしい論文であると判
断した．

44 和文マガジン
和文マガジンでは，その主な読者層として現場の技術者や

学生などを主なターゲットとしている．そこで，和文論文誌
や英文論文誌とは異なる論文選定基準である，以下の3点を
重視し選定を行った．
（1） 有効性（読者に有益な情報を与えたか）
（2） 読みやすさ（了解性；大学卒業程度の知識で理解が容

易か）
（3） 分かりやすさ（難易度；専門でないソサイエティ会員

の理解が容易か）
和文マガジンからの論文賞対象論文選考は，第 19 号

（2011 年 12 月）から第 22 号（2012 年 9 月）までに掲載
された全解説論文に対し2段階にわたる審査査読を経て，最
終的に和文マガジン編集委員会における投票により受賞論文
として承認された．
なお，和文マガジンでは通信ソサイエティ論文賞論文を無

償で公開している．是非，下記のURLから御確認いただき
たい．

http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ronbun.html

■ マガジン論文賞

「 マシンツーマシン通信を代表とする ITSの現状
と展望」

堀松哲夫，佐々木邦彦，浜口雅春
 冬号（No.19）， pp.220‒227, Dec. 2011

受賞理由：ITSにおける通信分野の現状及び将来のビジョン
について 700 MHz，5.8 GHz，79 GHz を取り上げ解説
している．国内外の現状，標準化の動向，将来の展望のそ
れぞれについて適切にまとめられている．更に，図表類を
ふんだんに用いて大変分かりやすい内容となっており，専
門家のみならず大学院生レベルでもよく理解できる書き方
になっていることから，和文マガジンの解説論文として大
変有意義なものとなっていることから論文賞にふさわしい
と判断した．
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 激動の半世紀
私が大学を卒業して大学院で研究を始めたのは
1963 年のことである．今年で半世紀が経過したこ
とになる．私は情報ネットワーク技術とその幅広い
応用を専門分野とし，この半世紀の間研究を続ける
幸運に恵まれた．この間情報ネットワーク技術は常
に変化しており，狭い意味での研究分野は次々と変
わる慌ただしい時代であった．研究が成功し，世界
的に一般化したものも，次々に次世代の技術に取っ
て代わられたものもあった．これからも情報ネット
ワークは人類が生存してゆくためには不可欠な手段
である．しかしその技術は，私が経験した半世紀以
上に激しく変化するのではないかと思われる．そう
した変化に対処してゆくためにも，私の半世紀の経
験が御参考になることを願っている．

 基礎技術の研究
エレクトロニクスを活用して情報技術を社会に
広めてゆく上で，情報ネットワークは大きな役割を
果たす．情報ネットワークの構成要素の研究は大学
で理論的に研究でき，価値を生む可能性のある分野
である．私の研究の始まりはこうした分野であっ
た．大学の中で，新しいアイデアを生むことはでき
る．それを社会化するには，特にインフラストラク
チャに関する場合には，確立した企業が興味を持つ
ものでなければならない．同時に研究が社会を変化
し，それまでの確立された組織が困難に遭遇するよ
うなおそれのある場合でも，技術の必然性を理解し

て進めなければならない場合もある．大学の研究が
早すぎる場合には，どのように興味を持ってもらえ
るかは難しい問題である．研究が遅すぎてはまた大
学のアイデアが生かされない．しかし，基礎研究を
学生と一緒に進めることは人材育成のために重要で
ある．研究者歴の中で，まずこのような私の基礎技
術の研究の一部について述べたい．

 ディジタル交換方式の研究
私が大学院に入学した 1963 年にはエレクトロニ
クスは真空管からトランジスタの時代に入り，これ
から大発展して社会に大きなインパクトを与えるに
違いないと考えていた．エレクトロニクスの社会的
活用は始まっており，東京大学でのその第一人者は
猪瀬博教授であった．私は修士課程で猪瀬研究室に
入れて頂き，研究の道を歩むことになった．
猪瀬先生の研究室では多様な研究が行われていた

が，その中で最も大規模なものは，音声信号をディジ
タル化し，ディジタル符号を交換する交換方式の研
究であった，猪瀬先生はディジタル交換において，
ディジタル化され時分割多重化された信号を交換す
るために，交換の入力側と出力側で，多重化のタイム
スロットを変更する時間スイッチをパルスンフタと呼
び，それを使った交換機の研究をしておられた．猪
瀬先生はこれをベル研究所で発明し，1965年には米
国特許を取得しておられた．しかし，私が研究を始め
るまでは，世界のディジタル交換機の研究で，信号を
空間的交換するSスイッチ，時間的に交換するTス
イッチを利用する研究はあったが，この両者を組み合
わせた交換ネットワークの研究は存在しなかった．

東京大学名誉教授，
トヨタ IT 開発センター CTO

齊藤忠夫
Tadao Saito

私 の 研 究 者 歴
My Front ier Journey

齊藤忠夫 （名誉員：フェロー）
東大名誉教授，トヨタIT開発センターCTO，東大・工・電子卒，同大教授を
経て平13より現職．ディジタルネットワークその社会的活用の研究に従事．
電気通信審議会電気通信事業部会長を長く務め，光ブロードバンド化を推進
する政策を推進した．郵政大臣表彰（1997・1985），総務大臣表彰（2004年）
など受賞多数．IFIP日本代表（2005～現在）．本会元会長．IEEE Life Fellow．
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私の大学院での最初の研究はベル研究所の委託
研究の一部である大規模スイッチの研究であった．
この Tスイッチと Sスイッチを組み合わせて，図
1に示すように Tスイッチ ‒ S スイッチ ‒ T スイッ
チの組合せ，Sスイッチ ‒ T スイッチ ‒ S スイッチ
の組合せを創案した．これについてベル研究所は高
く評価し，T ‒ S ‒ T 型，S ‒ T ‒ S 型 と 名 付 け，
1964 年 12 月には特許として出願され，日本では
1968 年にアメリカでは 1969 年に特許となっ
た （1）．ベル研究所ではその後ディジタル交換方式
の研究が継続され，1975年にNo.4 ESS（Electronic 
Switching System）と呼ぶ市外交換用交換機とし
て実用化された．この交換機は T ‒ S ‒ T 型のス
イッチ網をベースとするものであった．この間東京
大学でもスイッチ網を多様な側面から研究していた
が，No.4 ESS とその後世界各国で実現されたディ
ジタル交換方式はいずれも T ‒ S ‒ T あるいは
S ‒ T ‒ S の類型に入っており，その基本特許は私
の 1964 年 12月の出願である．

 容量性記憶装置の研究
1960 年代にはコンピュータ技術でも，通信技術
でも情報の記憶のための適切なハードウェアは大き
なコストを要するものであった．磁気コアメモリは
使われ始めていたが，その容量は小さくコストも高
かった．ディジタル交換機のTスイッチの実現はそ
のための安定な記憶装置を実現することにかかって
いた．私の研究はこれに容量素子を使う研究であり，
図 2のように，キャパシタをマトリックス上に配置
し，これに情報を記憶し，その書込み，読出し方式に

ついて特許としてまとめ1965 年に出願した （2）．こ
れ は 現 在 の DRAM（Dynamic Random Access 
Memory）の原型である．現在の DRAM では
CMOS（Complementary MOS）を形成するときに
できる寄生容量によってキャパシタ実現している．
私の研究のときにはまだCMOSスイッチは存在せ
ず，通常のシリコン n形半導体によるダイオード，
トランジスタで実現しており，CMOSの DRAMで
はなかった．その後 CMOS 技術の発展とともに
DRAMは一般化したが，マトリックス構造と情報の
読み書き方式は私の特許に従っている．DRAMメモ
リについては，日本ではNECの 1966年の出願，ア
メリカでは IBMの 1967 年の出願とされているが，
基本原理は私の1965年の出願特許で示されている．

 ネットワーク同期方式の研究
ディジタル情報を多重化して伝送し，多重化した
ままで交換するためには，交換点の全てで安定な同
期が必要である．この同期を実現するためには安定
な周波数のクロックをネットワークのセンタからそ
のネットワークの全ての交換点に伝送して同期をか
ける従属同期が知られていたが，ネットワークの全
てが 1点の安定性にかかるという信頼性問題を避
けるために，交換点ごとのクロックを多入力位相制
御発信器で構成し，クロックを相互に制御して，全
体として同期が実現する相互同期方式を提案し
た （3）．私がドクターコースの研究テーマとして選
択したのはこのアイデアであった．ネットワーク全
体をどのように考えるか，制御の安定性は実現でき
るかなど，理論的にも興味あるテーマであった．
1960 年代はセシウム原子標準などの高安定発振器
の技術が急速に進歩し，小形化した時代でもある．
ディジタル交換機が実用化されたときにはネット
ワーク全体を 1点から制御し，故障に対しては複
数のサポート発信器を設置する単純な技術が採用さ
れた．相互同期もまた単純ではあったが，その安定
性を理解するには，制御理論を学ぶ必要があり，こ
れは通信技術者にはなじみのないものであるという
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T スイッチ

l

r

l r

(a)　T‒S‒T スイッチ
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図 2　容器性記憶装置
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のが，相互同期が理解されなかった主な理由ではな
いかと思っている．しかし，現在の世界的ネット
ワークでは各国のネットワークのクロックは単純化
された相互同期方式で同期している．

 大学間ネットワークの研究
1960 年代の後半にはコンピュータ相互をネット
ワークで接続することが可能になり，アメリカでも
現在のインターネットの基礎になる ARPANET
（Advanced Research Projects Agency Network）
の研究が行われた．東京大学ではコンピュータを大
学間で接続する研究を 1970 年ごろから行ってい
る．私はその初期から参加し，多様な接続を試みて
いる．しかし，コンピュータ接続で，1対 1の接続
は自由に行ってもよかったが，途中で中継がある形
態は，当時の公衆電気通信法では日本電信電話公社
の独占であった．ARPANET に見られた交換装置
を使うコンピュータネットワークは大学では作るこ
とは許可されなかった．日本の大学のネットワーク
は日本電信電話公社との協力によってそのデータ交
換網開発を支援しつつ進められ，1977 年には開発
が完了し，N1ネットワークと呼ばれた．しかし日
本電信電話公社のデータ交換網のサービスの開始は
更に 3年遅れ，日本の大学のコンピュータが広く
接続されるようになったのは 1982 年以降であり，
国際的にも遅れることになった．これからのネット
ワークの進展を迅速化するためにコンピュータ時代
にふさわしい通信サービスの在り方を見直す必要が
あると考え，郵政省との交流を深めたきっかけはこ
の研究であった．

 大容量パケット交換機の研究
大学院を終わって教官になってからは，自分自身

で研究する部分と大学院学生等の研究室メンバーと
共同研究するなど，多様な関わり方で数多くの研究
ができた．1970 年代後半にもディジタル電話交換
の研究もあったが，交換の研究はパケット交換に
移っていった．当時パケット交換はアメリカの
ARPANETで注目され，通信事業の立場からはX.25
方式が推進されていた．いずれでもパケット交換機
は小形コンピュータで構成され，メモリへの書込み，
読出しが交換そのものであり，当時のコンピュータ
の能力では交換機が取り扱うことができる容量は小
さかった．パケット交換機内の伝送路をディジタル
電話交換の伝送路の考え方で整理し，実験交換機を
作り，100 Mbit/s 程度の交換容量を実現した （4）．
パケット交換機の大容量化の研究は 2000 年ごろま
で続き，Tbit/s 程度の容量を持つパケット交換機の
アーキテクチャの論文もまとめた （5）．

 LANの拡張性の研究
1970年代には衛星データ通信が注目された．デー
タ通信では回線を設定せず，一定の通信容量を多数
のユーザがランダムアクセスで共有するALOHA方
式が簡易なアクセス方式として一般化し，これが有
線のイーサネットの基本原理となったことは知られて
いる．交換技術の立場からは全体の調整によって通
信効率を上げる方法は多様に存在する．全く管理の
ないランダムアクセス，管理者が全て端末を管理す
る全体管理は容易であるが，その中間に各端末が相
互の動作を知って自律的に協調する方式が考えられ
る．私の研究はこの自律協調の考え方を重視した．
最初の論文は衛星データ通信の順次予約方式 （6）で
あった．その後LANが一般化するとランダムアクセ
スのイーサネットが主流となり，光ファイバでスター
形のネットワークを形成してもなお全体で同時に一つ
の通信しかできないスター形光 LANも一般化した．
私はそこでスター形光LANのセンタノードにパケッ
ト選択機能を設置するMULTISTAR （7）と呼ぶ光
LANを提案した．多様なLANが現実に産業化され
ており，この考え方の製品は今では一般化している．

 ネットワーク技術の自動車での活用の研究
エレクトロニクスは今では社会のあらゆる場面

で活用され多くの技術を進歩させている．自動車に
関していえば，交通をサポートする信号機間の接
続，自動車の中の機器の接続には通信技術が使われ
ているが移動体とインフラストラクチャを接続した
サービスはまだ発展途上にある．このようなシステ
ムは ITS（Intelligent Transport System）と呼ば
れ，1996 年ごろから推進されているが，広い関心
を呼んではいなかった．私は後述のように，1970
年ごろから交通システムの改善に情報技術を活用す
る技術に興味を持っていたが，2001 年大学を去っ
た後は，自動車のネットワーク化の研究を進めるべ
く努力しようと考えた．このためには情報通信と自
動車という異なる領域の技術の両方に精通した研究
者が重要である．この二つの領域は車の両輪となっ
て技術を進展させる．両方の技術を十分に理解した
人材が重要であり，一方だけでは不十分であること
を説くために図 3のような絵を書いて説明した．ト
ヨタ自動車株式会社がその重要性を認識し，トヨタ
IT 開発センターを立ち上げたのは私が大学を退官
した年であった．研究の中心はネットワークを活用
して，安全性，快適性，エネルギー効率を改善した次
世代の自動車を作ることである （8）．この考え方は専
用の無線DSRC（Dedicated Short Range Commu-
nication）あるいは携帯無線システムを使うサービ
スとして 2005 年ころから世界的に広まり始め，今
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では自動車業界の競争の先端となっている．
また，ネットワーク市場を広げる立場から研究が
進められているM2M（Machine to Machine）通
信の知見を得るためにも興味ある市場として注目さ
れている．

 技術の社会化
情報技術では個々のコンポーネント技術の研究
が基礎となるのは当然であるが，個々技術はそれを
使う社会があって初めて意味を持つ．既に使われて
いる技術の改良で社会に貢献することも重要である
が，それを更に進め，情報技術が社会的に全く使わ
れなかった場面にまで広げてゆく場合には研究的な
要素も多々生ずる．この場合にはその場面での従来
の方式の専門家との協力も重要である．私はいろい
ろなレベルで技術の社会化の場面で研究してきた．
中には活用の原理を提案し，実現は専門家に任せた
ものもある．実現のためには新たな事業者間の協力
関係を構築する必要のあったことも，法制度の変革
を必要としたものもある．私は多くの場面でこのよ
うな技術の社会化に関与したが，以下にはその代表
的な経験の一部をまとめることとする．

 街路交通信号制御システム
1970 年ごろは日本でも自動車の急激な一般化が
始まっていた．東京では道路整備も不十分であり，
渋滞は常態化し始めていた．交通流の円滑化のため
には一連の信号機の青表示を交通流に対応した位相
ですることが重要である．しかしグリッド状の道路
網では交通流に対応して位相制御を行う信号機を選
択しなければならない．このための選択理論を猪瀬
研究室の同僚であった浜田喬君が研究し，これを東
京の警視庁管内の信号機制御で実装することになっ
た．東京には当時 4000交差点に信号機があったが，
これをコンピュータ制御化し，ループコイルによる

車両センサで交通流を計測し，全体として最適制御
するシステムが必要であった．私は多数のミニコン
ピュータと1台のメインフレームコンピュータを組
み合わせたシステムのアーキテクチャを提案し，
メーカーの方々と協力して設計した．この信号制御
システムは 40年を経た現在でも，基本的には同じ
アーキテクチャで運用されている．また渋滞情報を
車内のナビゲーションシステムに送るVICS（Vehicle 
Information and Communication System）も，こ
の信号制御システムから交通流情報を得ている．

 ネットワーク標準の機能標準化と相互接続性
ネットワークによって多様な端末を接続するため

には標準化が不可欠である．国際標準は ITU（国際
電気通信連合），ISO（国際標準化機構）等を含む標
準化機関で取りまとめられ，各国の提案を国際標準
化する上流工程が注目されている．しかし多くの国
際標準は妥協の結果作られており，それに従っただ
けでは相互接続は実現できない．私が標準化に関わ
り始めた1975年ごろには注目はデータ通信であっ
た．パケット交換の ITUのX.25には多くのバリエー
ションがあり，これによってどのようなネットワーク
を作るかについて郵政省の下で日本標準を作ること
になったのは1977～1980年の間である．私は主査
として X.25 の日本標準 CCNP（Computer Com-
munication Network Protocol）に関わった．
1977年にはISOはOSI（Open Systems Intercon-
nection）と呼ぶ7層モデルを提案し，多様の標準を
作った．これについても相互接続のためには標準の
サブセットを定義し，これをISO標準の中の機能標準
FS（Functional Standard）として国際合意を取ること
になった．この機能標準はISP（International Stan-
dard Profi le）と呼ばれた．その審議のための組織と
して，SG-FS（Special Group on Functional Stan-
dard）が作られた．SG-FSは実質的にヨーロッパ，ア
メリカ，アジア・オセアニアの3地域のワークショッ
プで構成され，三者の合意が得られれば，国際標準
化されることになった．私はアジア・オセアニアワー
クショップの議長となり，1988年から1997年まで
活動し，150に及ぶISPをまとめる作業にかかわった．
日本国内ではNTT民営化に伴い，特に多くのメー
カーが製造する端末がネットワークに接続するため
にはその端末が国内標準に従っている必要がある．
その標準もITU標準のままではなく，詳細な機能
標準でなければならない．私は旧郵政省，通信機械
工業会が連係した接続試験を行うHATS（Harmoni-
zation of Advanced Telecommunication Forum）
推進会議議長として1988年から現在まで活動して
いる．HATSの考え方は，前会期からITUで重要視

図 3　 インタディシプリナリー技術としての自動車ネット
ワーク
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されている相互接続性を担保するITUマークを実
現するための基本である．相互接続性を国際の場面
で保障するためには更に大きな困難があるが，
HATSはその世界的リーダになっている．

 Japan Gigabit Network
日本におけるインターネットの高速化，高速ディ
ジタル通信を基本とした産業の発展を目指して，郵
政省において JGN（Japan Gigabit Network）が
構想されたのは 1999 年であり，全国的に展開され
た．私は 1999 年 4 月～ 2004 年 3 月の間 JGN運
営委員長を務めた．当時ブロードバンドのネット
ワークに対する国主導の研究は世界的に広がり，
JGNの名も世界的に親しまれている．

 日本の電話番号
NTTの民営化によって多数の通信事業者が登場
すると，電話をかける際の番号は多様な意味を持つ
ようになり，複雑化する．競争性を保ちながら，利
用者が便利に電話を使えるようにするためには番号
の構成が重要になる．郵政省では 1989 年に番号研
究会を発足させ，問題が発生するたびに会議を招集
してきた．私は 1989 年からその分科会長を務め，
1995 年から 2006 年まで座長として，番号制度の
整備に努力した．今日電話番号に関して一般に理解
されていることには旧電電公社時代に決められたこ
とも多いが，伝統的に知られている理解を尊重しな
がら多様な番号の使い方を創案した．新たに番号研
究会で決めたルールの例を挙げれば次のようなもの
がある（カッコ内は制定年）．
発信番号表示（1996）
番号ポータビリティー（1998）
マイナンバー（優先接続）（1998）
080，090の 11桁番号，050番号（2003）
などは番号研究会で決められ，社会的になじみのあ
るルールとなっている．

 自治体情報システムの標準化と相互接続
日本では 1960 年代以来，情報システム構築に際
しては，コンピュータハードウェアを製造するメー
カーの支援で，ユーザごとに独自システムを設計し
ている．同じような業務をしている事業体でもそれ
ぞれ異なるシステムが構築される．これはコスト問
題のみならず，事業体間の相互接続性を阻害し，社
会の情報化を困難にする．私は 1970 年代から世界
のコンピュータユーザを訪問し．日本のシステムが
世界でも特異な形成となっていて，社会の情報化の
阻害要因になっていることの認識を持ち，その改善
の必要性を主張していた．しかし，それぞれの企業

ごとに特徴のあるシステムを持つことが競争上重要
であるという主張は古くからあった．そうした主張
を実現するコストや，ネットワーク化に関して大き
な困難が生ずることを理解しない議論も多くあり，
業界として考え方を変えることは困難であった．
このことに注目したのは総務省であり，2004 ～

2005 年にかけて，この問題を自治体とそのシステ
ム供給者の間で，議論する研究会を作り，私は座長
を務めた．その報告書に従って，自治体情報システ
ム標準化の作業を行う団体として，財団法人地域情
報化推進協会を作り，多くのベンダの協力を得て，
自治体業務標準である地域情報プラットホームをま
とめた．実際の導入は各自治体の判断で行われる
が，2008年から順次導入が始まり，現在では全国
の自治体のほぼ3分の1に導入され，導入数は加速
的に増加している．私は現在でも地域情報化推進協
会の理事長を務め，現実に発生する問題の対処を
行っている．

 ブロードバンドネットワークの社会的実現
私は 1998 年 10 月から 2002 年 1月まで 4年余

にわたって情報通信審議会電気通信事業部会長を務
めた．この時期は1998年電気通信事業法，NTT民
営化の直後であり，新しい制度の下で，通信インフ
ラストラクチャを改善するために多くの議論が行わ
れ，今日の通信網の基礎を築いた．私がその間最も
努力したのは，日本におけるインターネット活用環
境の整備であった．インターネット接続は現在では
常時接続の回線によって行われるが，1990 年代に
は一般的にはこのような回線はなく，多くの利用者
は3分間 10円の電話回線でアクセスしなければな
らなかった．常時接続は日本のインターネットユー
ザには長い間の夢であった．日本でのインターネッ
トの普及のために，郵政省はフラットレートの実現
に努力していたが，これが最初に例外として実現し
たのは1999年 9月で，NTT東西による学校用イン
ターネットであった．これは小中高校において1校
1回線に限り月8500円で 64 kbit/s のフラットレー
ト回線を提供するものであった．
インターネットへの常時接続とブロードバンド化

を実現するには，電話回線を活用する ADSL
（Asymmetric Digital Subscriber Line）技術を利
用すればよい．日本では1998 年電気通信事業法で
NTTが建設した回線をアンバンドルベースで活用す
るルールがあった．ADSLでは電話回線を使用する．
電話音声を伝送するためには回線の 300 ～
3400 Hzまでの帯域を使用する．ここで使用されて
いない 26 kHz 以上の帯域を使って高速データ通信
を行うのがADSLである．私は電気通信事業部会長
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として，郵政省と協力して，ADSLを実現しやすく
する省令等の整備に努力した．1999年 12月には東
京メタリック通信がADSLサービスの提供を開始し
た．2001 年 9 月には Yahoo! BB が競争的価格で
ADSL を提供し，ADSL 加入者の急増に貢献した．
日本ではADSLの開始はアメリカより遅れたが，開
始された後の価格は低く，普及率ではアメリカより
大幅に上回ることになった．更にADSLに対抗する
ためにNTTは光加入者回線の普及に努力し，前向
きの競争が進んだのも大きな成果であった．図 4は
その間の方式別ブロードバンド加入者の変遷を示
す．多様な技術の競争を促進することが重要である
ことがこのグラフからもよく分かる．

 これからの情報技術の発展
以上，私がこの半世紀にわたって研究してきたこ
との反省である．この半世紀には，情報技術は世界
の国々を成長させ，人類の生活を大きく変えた．し
かし，急速な発展を可能にした 20世紀型のパター
ンでは技術的飽和が顕著になってきている．また，
20世紀型の発展は急速であったために，情報技術
が浸透する場面も，従来の社会で浸透しやすいとこ
ろに浸透し，難しいところは後回しにされている傾
向も否定できない．私が 2001 年から自動車関連に
情報技術を浸透させる研究に注力しているのも，情
報技術で人類に貢献する可能性が自動車産業を通し
て実現することを信じたからである．多様な産業を

通して情報技術を発展させることは多くの分野で可
能である．狭い意味での通信の分野に限らず，広い
視野で考えていけば 21世紀にも情報ネットワーク
技術には大きな可能性が残されている．通信ソサイ
エティメンバーの将来は明るいことを信じて，従来
の常識にとらわれない研究を進めることが求められ
ている．
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図 4　日本のブロードバンド方式の発展
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けに，現在の量産品と異なるコイル，磁石，コンデ
ンサの材質や構造，手作業によるバラつきなどのた
め，その音色には当時のギターならではの味わいが
あります．ギター本体に使われている木材には，資
源枯渇のため，ワシントン条約で保護され，現在で
は入手が大変困難となった品種が増えてきていま
す．古い良いギターは vintage guitar と呼ばれ，特
に 1950 ～ 60年代の一部のギターは，大変高価な
プレミアムがついて取引されています．
このエレキギターの世界にも様々な最新技術の
導入が進んでいます．例えば，現存台数が限られて
いる貴重なオリジナルの vintage guitar を最新技術
によりそっくり再現しています．実際にロックス
ターが使用した個体やコレクタが所有する希少な個
体をファクトリーに持ち込み，三次元スキャナに
よってボディやネックの形状を精密に計測し，その
データを基にオリジナルを精密に再現したギターが
生産されています．また，様々な vintage guitar の
音色をサンプリングし，最近の量産型のギターでも
その音色を再現できるよう信号処理回路を導入した
ものもあります．エレキギターの世界でも電子技術，
信号処理技術が取り入れられたイノベーションがど
んどん進んでいます．
エレキギターにおける通信技術によるイノベー
ションついてはどうでしょうか？  世界各地で楽器
を持ったミュージシャンが一つの曲を演奏して歌い
つなげるという素敵なビデオ映像を御記憶の方も多
いと思います．これは，The Playing For Change 
Foundation という団体が，音楽を通じて世界を結
び，平和をもたらすという理念の下，進めているプ
ロジェクトです．世界中のストリートミュージシャ
ンに同じ曲を演奏してもらい，それをつなげて一つ
の音楽に仕上げています．あたかも世界中のミュー
ジシャンたちが一緒に演奏しているかのように見え
ますが，別々に撮影したものを編集技術により一つ
のビデオにしたもののようです．皆さんとともに電
子情報通信技術を更に発展させ，リアルタイムに高
い臨場感で，音楽演奏により世界中をつなぎ，世界
に感動と平和をもたらすことができれば，なんと素
晴らしいことでしょうか．

本マガジン2012年冬号/第 23号が大変好評で
す．その理由は，第23号で組まれた小特集「今

時のアマチュア無線」にあります．昔アマチュア無
線をやっておられた方やあこがれていた方が会員・
非会員を問わずたくさんいらっしゃり，小特集に興
味を持たれたであろうことは想像に難くありません．
本マガジンは，研究会や大会に参加される機会の少
ない会員や非会員の方にも電子情報通信にまつわる
情報を分かりやすくお届けし，電子情報通信学会の
有用性をより広く感じて頂きたいという使命を持っ
ております．第 23号は広い範囲の方に関心を持っ
て頂いた点がまず素晴らしく，小特集を企画された
編集チームに敬意を表します．また，内容におきま
しても，アマチュア無線の歴史と現状，東日本大震
災での非常通信としての社会貢献，最近の無線機器
の状況，最新通信技術，免許の取り方など，大変興味
深い記事が満載です．アマチュア無線を昔やってお
られた方ばかりでなく，アマチュア無線をほとんど
御存じでない方にも有用な記事ですので，まだ御覧
になっていない方は是非御一読頂ければ幸いです．
かくいう私も中学生の頃に，世界中の人と交信し
てつながることができる，アマチュア無線にあこがれ，
電話級（現在は第 4級）の無線従事者免許を取得し
た一人です．少ないお小遣いをはたいて参考書と問
題集を買って試験勉強をし，当時住んでいた福岡県
北九州市から九州電波監理局（現在の九州総合通信
局）の所在する熊本市まで，かなり長い時間を急行
に揺られて行ったのは懐かしい思い出です．やっと
の思いで免許を取得したものの，何分子供のお小遣
いでは高価な無線機器に手が届かず，興味が無線か
らロック音楽へ，更にロック音楽で使われるエレキ
ギターに移っていきました．個人的な趣味で恐縮で
すが，ここでエレキギターの話を少しさせて頂きます．
エレキギターは，1930 ～ 40 年代に作られ始め
ました．英語では electronic guitar ではなく 
electric guitar と表記されるように，ギター内部の
回路は簡単な電気回路です．金属弦の振動を，その
弦の下に置いた磁石に巻いたコイルの起電力によっ
て電気信号に変換し，可変抵抗とコンデンサのパッ
シブな回路で音量と音質を変えます．単純な回路だ

巻 末 言

Afterword
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小特集 クラウドの使い方
私の研究者歴 津田俊隆

開発物語：通信カラオケJOYSOUND
　　　　　～新技術はカラオケ市場で鍛えられる～
ツールとしての英語講座：第4回　英語によるビジネスコミュニケーション
技術と制度のおはなし： 電波の安全性について

 ……他，御期待下さい

国際学会の英語は，とてもためになる記事です．学生さんや若
手の方はもちろん，ベテランの方も是非御一読下さい． （H.K.）

毎回ドイツ留学記の編集を担当させて頂いています．毎号の執
筆は大変だと思いますが，著者の方はドイツでの出産等，様々
な出来事について，記事を書いて下さり，編集委員としても大
変楽しく仕事させて頂いています． （T.M.）

今年度に入ってから，過去のB-plusに掲載された論文・解説・記
事が役に立つことが 3回ありました．編集委員としては最終年度
となりましたが，皆さんにとって役に立つ興味深い内容の論文・
解説・記事を掲載できるように努力したいと思います． （T.T.）

これを書いてるのは 7月初旬なんですけど，既に暑いです．そ
して本誌が発行される 9月初旬もまだまだ暑いんでしょうね．
高速回線が当たり前の世の中になりましたが，猛暑が当たり前
の気象は勘弁してほしいです． （K.K.）

子どもに教えたいことって，いざ話そうとするとなかなか言葉
にならないものですね．「アース？……ビリってこないように
するためだよ！」という方に，是非，御一読をお勧めします．
 （H.I.）

生態情報の記録とその収集に ICT が広く活用されています．生
態系保全の他に，衛星通信を使った漁業システムや，ネットワー
クカメラを使った畜産システムなど，ICT による第一次産業の
活性化も進められています．もっと色々なところで ICT が活用
されると良いですね． （H.N.）

最近は電波暗室の中に入って無線機を動作させることが多いの
ですが夏は大変です。利用している暗室にエアコンがないため
蒸し暑い中での作業となります。こういった状況だからこそ利
用者が少なく夏は予約が取りやすくなるそうです。無線機では
なく私の温度特性にも影響しそうです！？ （N.K.）



論文の書き方講座開催のお知らせ

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員に広く深く御理解頂くために、
2013年ソサイエティ大会（会場：福岡工業大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、2009 年 3 月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継
続的に開催されてまいりましたが、これまで数多くの方に御参加頂き、大変御好評
を頂いております。また、今回は新たに「レターの書き方」についても、講座内容
に含めております。
　通信ソサイエティ和文／英文論文誌編集委員会等の委員長，副委員長が講師を務
める，大変分かりやすい講座となっております。論文執筆に御興味をお持ちの方は
是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１．日時：2013年 9月 18日（水）10:00 ～ 12:00
２．場所：福岡工業大学A棟 2階 A22（予定）
３．プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文）　　　  佐波孝彦（千葉工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文） 　 笠原正治（奈良先端大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）   山田寛喜（新潟大）
４．定員：130名
５．聴講費用：無料

IEICE
Communications Society

満 90歳の高さ約135 m，一辺約 300 mの正三角形
の三本の歴史の生き証人．真っ青な夏空にそびえるコ
ンクリート製の巨大な三本の塔．今年で満 90歳にも
なるこの歴史の生き証人は，海上保安庁『針尾送信所』
（所在地：長崎県佐世保市針尾中町）の今は使われてい
ない無線送信塔．日本海軍佐世保鎮守府隷下の無線送
信所として，1922 年（大正 11年）4月 30日，5月
30日，7月 31日に竣工し，約 300 m 間隔の正三角
形に配置された高さ約135 mもある三本のコンクリー
ト塔．太平洋戦争開戦の暗号「ニイタカヤマノボレ
一二〇八」を送信した電波塔として誤って広報された
り，終戦後しばらく米軍管理地となったり，1948年（昭
和 23年）からは，第七管区海上保安本部佐世保海上
保安部が所管し，1997年（平成 9年）に後継の無線施
設が完成するまで，現役で海上自衛隊と共同で活躍し，
今年3月に国の重要文化財建造物に指定された送信塔．
 〔訪問：2012年 7月28日 新西海橋にて〕

東京電機大学は 2012 年春に東京神田キャンパスにあっ
た大学機能を東京千住キャンパス（北千住駅前）に移しま
した．それに伴い，新校舎にも最も高い屋上にアマチュ
ア無線用の鉄塔とアンテナが設置されました．鉄塔は
２基あり，3.5  MHz 帯から 5.6  GHz 帯までのWARC
（World Administrative Radio Conference）バンドを除く
全バンドに対応しています．アマチュア無線部の学生の
皆さんには，是非これらを使いこなして，より遠距離と
の交信を目指したり，コンテスト（より多くの局と決め
られた時間内に交信する競技）で活躍したりといった活
動を通して，無線通信や関連する技術に興味を持っても
らいたいと考えています．またレピータも稼働していま
すので，付近の防災通信にも役立ててもらえればと思い
ます （写真奥は東京スカイツリー）．

写真を募集致します
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-edit/magazine/ieice/
photo.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．

26The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

針
はりおそうしんじょ

尾送信所 

東京電機大学・アマチュア無線用新鉄塔

久保井　潔 （正員）

幸谷　智 （正員：シニア会員）
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街plus探訪

若者よ！　世界にでよう！
ドイツ日記
その8：ドイツで出産（後編）

子どもに教えたい
通信のしくみ
接地（アース）がなぜ必要なの？

ツールとしての英語講座（第3回）
国際学会の英語

解説：技術と制度のおはなし
超高精細度テレビジョン放送の
実現に向けた
総務省の取組みについて

私の研究者歴
齊藤忠夫

小特集こんなところにも
ICT 生態観測への

センサネットワーク技術の応用

バイオロギングによる
動物目線の海洋生物の行動観察

棚田オンラインプロジェクト
━インフラ無地域の情報通信化━

園芸におけるSNSの活用と
Know Howの共有

技術者のための検索システム

http:// i-scover.ieice.org/
i - scover

関連するキーワードが付与された論文を効率良く簡単に探せます。

ある文献と同じ
キーワードを持つ
他の論文のキーワードを
調べたい

ある著者が執筆した
論文に付与されている
キーワードを知りたい

あるキーワードが
付与されている
論文の著者を調べたい 

論 文テーマを探す

しっかりとした論拠が欲しい
技術トレンドを調べる

I-Scover（アイスカバー）なら

一般的な検索サイトでは
必要なサイトと不要なサイトを

選別するのが大変…

信学会の論文を積極的に読もう！ 英文論文誌も容易に探せます。

ある研究会で発表された
論文に付与されている
キーワードを調べたい 

電子情報通信学会  文献検索システム

論 文 と 論 文 ,  論 文 か ら 人 ,  そ し て 人 と 人 と の つ な が り を 発 見 す る

スマホ・
タブレット端末も
OK!
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