
2014
Summer
No.29

電
子
情
報
通
信
学
会 

通
信
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
マ
ガ
ジ
ン
二
〇
一
四
年
夏
号
／
第
二
十
九
号
（
第
八
巻
第
一
号
） 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
五
日 

印
刷
　平
成
二
十
六
年
六
月
一
日 
発
行
　発
行
人
／
蓑
毛
正
洋
　発
行
所
／
一
般
社
団
法
人 

電
子
情
報
通
信
学
会

通
信
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
　〒
一
〇
五
ー
〇
〇
一
一
　東
京
都
港
区
芝
公
園
三
ー
五
ー
八 

機
械
振
興
会
館
　ISSN

 1884-4863

夏
小特集

ユビキタスの
次の世界へ
M2Mとビッグデータ

子どもに教えたい通信のしくみ
鉄道信号の仕組み
ツールとしての英語講座（第6回）
グローバル企業の実用英語　
街plus探訪
ボストン街歩き～古きと新しきが共存する街～　
開発物語
移動電波伝搬「奥村カーブ」の確立と
世界初商用セルラ電話の誕生に向けて　
若者よ！ 世界へでよう！
大学院生が見たアメリカ
～その2：ピッツバーグでの1年目～　
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●社会課題の解決とM2M，ビッグデータ
●Ｍ２Ｍ─現状，そして今後─
●社会の動きを深く横断的に分析するための
　ビッグデータ処理技術
●ビッグデータの解析ツールとしての機械学習
●ソーシャルビッグデータの
　利活用推進に向けた新たな取組み
●センサノード設置支援ツールの開発
●M2M技術のアーキテクチャ及び
　oneM2M標準化動向
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国際通信の伝送手段が短波から同軸海底ケーブルに移行する昭和30年代後半，米国を中心に衛星通

信実用化の試みが始まった．日本でも米国NASAが進める衛星通信実験に参加すべく，当時の郵政省，

NTT，NHK，KDD（現KDDI）による協議会が設置された．

写真1の高萩市「さくら宇宙公園」はKDDI の茨城衛星通信センターがあった所である．KDDは本公

園の隣接地（旧十王町，現日立市）に茨城宇宙通信実験所を建設，昭和 38年 11月 23日に米国リレー

衛星による日米間初の TV中継に成功し

た．その後，日本の通信機器メーカの協

力も得，世界標準の地球局をさくら宇宙

公園一帯に建設し，平成 19年に閉局す

るまで，最盛期には10基余りの地球局が，

太平洋域諸外国との国際通信を担った．

これらの功績により，本衛星通信セン

ターは平成 21年に IEEEマイルストーン

に認定された．

本衛星通信センター一帯は閉局後，日

立市及び高萩市に寄贈され，また，写真

2の 2基の直径 32 mのカセグレンアン

テナは，国立天文台に無償譲渡され，電

波望遠鏡に改造された後，茨城大学が国

立天文台等と連携して行っているプロジェ

クトに利用されている．

〔写真は元同僚の中村博行氏撮影（2013

年 4月）〕

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．

29The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

元KDDI 茨城衛星通信センター
遠藤静夫

写真1　「さくら宇宙公園」の石碑

写真2　宇宙を見つめるカセグレンアンテナ



ⓒ電子情報通信学会2014

　もうすぐ「2014 FIFA ワールドカップ」が開幕します．日本全国，全世界のサッカーファン待望のイベントです．日
本代表の活躍を心から期待しています．その一方で，本年 1 月の高校サッカー決勝は富山県代表の富山第一高校と石川
県代表の星稜高校との組合せ．私事ですが，富山県出身，現在は石川県在住のサッカーファンとしては，文字どおり

「世紀の一戦」ということもあり，子供とともに国立競技場に向かいました．
　国立競技場は「現在の国立競技場での最後の高校サッカー決勝」ということもあり，約 5 万人の観客で超満員．残念
ながら携帯・スマホはつながりにくくはなりましたが，ネットワークを通じて出場チームや選手の情報，試合の経過な
ど，様々な情報が提供されており，また，実際に競技場の離れた場所で観戦している友人や地元でテレビ観戦している
友人と SNS でリアルタイムのやり取りができ，これが現代のスポーツ観戦か，と感慨にふけりつつ観戦しました．試合
内容はすばらしく，かつ面白く，随所に高校生らしさも垣間見え，「にわか高校サッカーファン」にとっても非常に盛り
上がりました．
　その国立競技場は，2020 年東京オリンピックに向けて改修に移ります．その 2020 年をターゲットとして，競技選手
の育成，インフラ整備，技術開発，サービス提供などについて，東京都や政府，競技団体のみならず多種多様な分野の
方々が東京オリンピックの成功に向け連携しており，その中で，情報通信分野からの貢献も高く期待されています．一
方で，東京オリンピック開催まで「あと 6 年」です．「6 年後」は今春入学した小学生は中学生に，中高生は大学進学
または就職し，多くの大学生は社会人として活躍し，そして彼ら若い世代が東京オリンピックに関わり，日本のすばら
しさをアピールすることになります．この情報通信への適応力が高い若い世代が，最新の技術・サービスを積極的に吸
収し，新たなパラダイムを創出する次世代の担い手になることを期待してやみません．
　さて，今回の小特集の表題にある「ユビキタス」は，「いつでも，どこでも，何でも，誰でも」という概念の情報通信技
術に関する用語で 2000 年代初め頃からしばしば使われていますが，そもそも「ubiquitous」は「神はあらゆるところ
に存在する」というラテン語での宗教用語です．とはいえ，情報通信は神にはなり得ませんので，むしろ隅々に行き届
いて，私たちの生活をサポートする存在，というところでしょうか．そして，街中でよく見られる光景の一つ「どこでも
スマホ」，クラウドを通して世界中どこでも同じサービスを享受できること，これらもユビキタスの実現形態の一つです．
　このように 2000 年代からの情報通信技術の急速な進展により，インターネットに代表されるネットワークの高速化，
大容量化が進み，携帯電話・無線 LAN などのワイヤレスにより至る所でネットワークに接続でき，SNS などの様々な
サービス，高機能な端末が誕生しました．特に若い世代では，どこでもネットにつながる，誰とでもつながることが当然
の状況になっています．こうしてみるとユビキタス「環境」は実現し，環境に対応したサービスも実現しつつある状況です．
　一方で，今回の小特集として取り上げる「M2M（Machine to Machine）」と「ビッグデータ（Big Data）」．どちら
も，近年，注目を浴びている技術の一つであり，ユビキタス環境を前提として展開され，新たなパラダイムの創出が期
待される分野です．機械同士で情報交換しシステムの制御を目指す M2M，大量かつ多種多様の情報を格納し新たな活
用を目指すビッグデータ．M2M とビッグデータは，意外と近い領域であり，相互作用することにより新たなパラダイ
ムが期待できるのではないか，と期待し，小特集として取り上げました．そして，技術的な観点での研究開発，標準化，
サービスへの展開について紹介するとともに，これら情報の取扱い，特にプライバシーとセキュリティについては慎重
に扱うべきであり，これに対応する制度的分野での検討状況についても紹介します．
　今回紹介する M2M やビッグデータが我々の社会・生活に変革をもたらすことに期待しつつも，まずは，日本のサッ
カーが世界を変革させるくらいの活躍となることを期待しましょう．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  島田淳一
Junichi Shimada

小特集編集チーム
島田淳一 菊池典恭 木下和彦 宮本伸一

ユビキタスの次の世界へ
～ M2Mとビッグデータ～
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まえがき

鉄道は，2本のレール上を列車が

走行し，多くの人や物を運ぶ輸送シ

ステムです．列車の速度が速くなれ

ばなるほど，また，運ぶ人や物が多

ければ多いほど，事故が発生した場

合の被害が甚大になります．鉄道

は，安全な輸送システムとして認知

されていますが，その安全を確保す

るための要として鉄道信号が存在し

ます．鉄道信号を構成する装置を信

号保安装置と呼んでいますが，一般

の方になじみのある信号保安装置と

しては，鉄道と道路との交差点に設

けられる踏切保安装置があります．

そのほかにも，列車の安全運行を支

えるための信号保安装置が多種あり

ます．今回は鉄道信号の一部を紹介

します．

鉄道信号の役割

道路交通を例に挙げると，交差点

での自動車同士の衝突を防ぐために

信号機が設けられていますが，自動

車の運転や信号機の確認は運転手に

委ねられています．仮に信号機の見

落としがあった場合でも，自動車が

自動的に止まる仕組みはありませ

ん．また，前方を走る自動車に追突

しないように運転することも，運転

手に委ねられています．よって，衝

突や追突という危険を回避する役割

が，基本的に運転手（人）に一任さ

れているということになります．

鉄道でも，列車の運転や信号機の

確認は運転手が行いますが，運転手

が信号機の確認を失念した場合にお

いても，列車同士の衝突や追突を回

避できるように信号保安装置が用い

られています．これが鉄道信号の役

割となります．

また，鉄道信号は，信号保安装置

が故障した場合においても，安全側

の状態を維持するという役割も持っ

ています．ここで言う安全側とは，

列車を止める側，信号機で言えば，

停止現示（赤信号）を出力する側と

なります．故障した場合において

も，安全側の状態を維持するための

技術をフェイルセイフ技術と呼びま

すが，鉄道信号には必ず適用されて

います．

鉄道信号を構成する 
主な信号保安装置

皆さんも御存じのとおり，鉄道に

は在来線と新幹線の 2種類があり

ます．新幹線は，在来線より高速で

信号機
信号機 信号機

レール

列車

転てつ装置 転てつ装置
信号機閉塞装置（軌道回路）

連動装置

地上子

閉塞境界

踏切保安装置
レール

（矢印は制御上の関連を表す）

図1　主な信号保安装置（在来線の例）

鉄道信号の仕組み
　　新井英樹 Hideki Arai

公益財団法人鉄道総合技術研究所
信号・情報技術研究部　信号システム研究室
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あるため，運転士が地上の信号機を

確認することが困難です．そのた

め，在来線では地上に信号機がある

場合（地上信号方式）が多いのです

が，新幹線では車内に信号機があり

ます（車内信号方式）（注：在来線

においても，高密度線区においては

車内信号方式の場合があります）．

このような違いはありますが鉄道信

号での安全の確保のやり方に違いは

ありません．ここでは，在来線での

主な信号保安装置の配置を図 1に

示します．また，各信号保安装置の

機能概要を表 1に示します．

ここで鉄道固有の特徴的な信号保

安装置の一つとして，閉塞装置があ

ります．鉄道では，線路をある長さ

の区間（閉塞）ごとに区切り，1区

間内に 2列車以上の進入を許さな

いことで列車の衝突や追突を回避

し，列車の安全を確保しています．

この閉塞という考え方が，道路交通

とは大きく異なります．また，閉塞

内における列車の在線を検知する装

置を軌道回路と呼びます．軌道回路

は，2本のレールを電気回路の一部

として用いており，列車の車輪（車

軸）により 2本のレール間が短絡

されることで，列車を検知していま

す．軌道回路による列車検知の仕組

みを図 2に示します．鉄道信号に

おいては，どこに列車がいるかを知

ることが基本となります．

むすび

鉄道信号の役割や現在の鉄道で広

く使われている主な信号保安装置に

ついて紹介しました．近年では，列

車の位置を無線により把握し，列車

同士が衝突・追突しないように制御

を行っている例もあります．今後も

新しい技術を取り入れることによ

り，鉄道信号がスマートに進展し，

鉄道の安全を支え続けることでしょ

う．

送信器受信器

電流の流れ

レール絶縁

受信器に電流が届く
↓

“列車在線なし”

送信器受信器

電流の流れ

レール絶縁

受信器に電流が届かない
↓

“列車在線あり”

車軸 車輪

短絡

図2　軌道回路による列車検知の仕組み

表1　主な信号保安装置の機能概要

種 　類 機　　能

閉塞装置 一定区間に同時に 2列車以上を運転させないために，その
区間を1列車に占有させる装置．

信号装置（信号機） 列車の閉塞への進行や停止などの運転条件を運転手に示す
装置．

軌道回路装置 線路上の一定区間に存在する列車を検出して，その情報を
信号装置に伝達する装置．また，列車と地上間の情報伝送
を行うための装置としても使用される．

転てつ装置 列車の進路を変えるために，分岐器のレールを転換する装
置．また，列車通過中の転換を防ぐために分岐器のレール
を鎖錠する装置．

連動装置 閉塞装置，信号装置，転てつ装置の相互間に制御上の関連
を持たせて，駅構内における列車の進路の確保を行う装置．

自動列車停止装置
（ATS）

列車が停止信号を無視して進入したときや，決められた速
度の運転が行われなかった場合に，列車に対してブレーキ
をかけ，自動的に停止させる装置．ATS地上子から情報を
送信する．

踏切保安装置 鉄道と道路の交差点に設けられる踏切道において，通行の
安全を確保するための装置．
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1 イノベーションの源泉変化と
M2M，ビッグデータ

2013 年 5 月，女優アンジェリーナ・ジョリーが，遺
伝性乳腺がんを予防するため，乳房切除・再建手術を受
けたというニュースが伝えられた（1）．がん抑制遺伝子
の変異により将来乳がんになる可能性が 87％，卵巣が
んは 50％との診断を受け，確率の高い乳がん対策とし
て乳房切除を選択したのである．

このニュースは，我々に二つのメッセージを伝えてい
る．一つは，遺伝子検査技術の発展と医療ビッグデータ
の集積により，将来，病気になる確率が分かるという「新
たな価値」が創出されていること．もう一つは，病気に
なる前に予防という選択肢が可能となっており，医療の
概念が「治療」から「予防」に変わる可能性があること
である．医療ビッグデータ活用により得られた情報が人
の考えや行動を変え，人の意思決定の変化がイノベー
ションの源泉となっているのである．

この例に典型的に示されるように，イノベーションの
源泉が大きく変化している．現在は新しい技術だけでな
く，技術の新しい活用領域の発見，新しい技術や製品を
普及させる仕組み作り，デザインやインタフェース，そ
してビッグデータ活用など幅広い領域がイノベーション
の源泉になっている．

例えば，技術の活用領域の発見に関しては，Google
がグラフ理論を検索エンジンのパワーアップに，
Amazon が行動履歴情報の分析結果をネット通販商品
の「おすすめ」に活用し，検索エンジンやネット通販分
野にイノベーションを起こしている．EU（European 
Union：欧州連合）では，再生エネルギー促進指令とい
う新たな制度の制定が，再生エネルギー普及というエネ
ルギー分野のイノベーションを後押ししている．また，
Apple は斬新なデザイン，インタフェースにより携帯

情報端末の分野でイノベーションを起こしている．
同時に，イノベーションの起点も変化している．技術

だけでなく，顧客やマーケット，人・社会を起点とする
イノベーションが増えている．例えば，建設機械大手の
コマツは，建設機械に車両の状態や稼動状況をチェック
するセンサや GPS 装置を取り付け，各車両の運用デー
タなどを収集・集積・分析し，顧客サービスの改善やマー
ケティング力の向上などに活用している．顧客起点の情
報がイノベーションをもたらしているのである．

イノベーションの源泉変化の中で，M2M（Machine 
to Machine）やビッグデータの役割は何であろう．そ
れはコマツの例に示すように，M2M などを活用し，顧
客やマーケット，人・社会の動きに関するデータをダイ
ナミックに収集し，集積したビッグデータを活用し，新
しい製品やサービスの開発，顧客サービスの改善などを
行うことである．M2M やビッグデータ活用は，正にイ
ノベーション推進のツールなのである．

グローバルな視点で見ると，日本企業発のイノベー
ションが少なくなっている．原因は，顧客やマーケット，
人・社会を起点とするイノベーションを推進するマイ
ンドの欠如と人材の不足である．技術の重要性は変わ
らないが，現在は，技術だけでなく，幅広い観点から
ビジネスを考えることが必要なのである．

マネジメント関係の調べ物をしていると「イノベー
ションか，死か」という言葉がよく出てくる．イノベー
ションに成功した企業が生き残り，そうでない企業は
マーケットから退出を余儀なくされるという意味であ
る．企業を取り巻く環境が急激に変化する中，技術以
外にも起点を広げイノベーションを推進すること，推
進策の一環として，M2M やビッグデータ活用を考える
こと，これらが企業の生き残りのために必須な時代に
なっている．

社会課題の解決と 
M2M，ビッグデータ

稲田修一　Shuichi Inada　東京大学先端科学技術研究センター

解 説
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2 M2M，ビッグデータから 
得られる価値

M2M やビッグデータの活用から得られる価値は，具
体的には何であろうか．これを理解する上で参考になる
のは，各種 ICT サービスを出現期，成長期，成熟期，
衰退期の四つに分類した図 1 である．
「スマート」という言葉を冠したサービスが並んでいる

出現期のサービスと，成長期以降のサービスには大きな
違いがある．後者のほとんどは，ICT そのものが発展し
たものである．一方前者は，スマートシティは都市管理，
スマートカーは車，スマートグリッドは電力管理など，
ICT 以外の産業分野や社会が ICT 活用により高度化する
ものである．そして，高度化には M2M やビッグデータ
活用が深く関わっている．これらの活用により，様々な
領域で新しい価値が生まれるのである．

もう一つ重要なポイントがある．それは，新しい価値
を考える時の視点の置き場所である．我が国では，狭い
視点で価値を考えがちである．

M2M やビッグデータ活用による価値は，通常，デー
タ分析の結果を製品やサービスの改善，マーケティング
の精密化などに適用することから生まれると考えられて
いる．これは間違いではないが，十分ではない．データ
分析の結果を活用し，ビジネスプロセスの変革や新しい
ビジネスモデルの創造に結び付けることにより，より大
きな価値が生まれるからである．そして，これが産業や
社会の変革に結び付けば，更に大きな価値が生まれる．

医療分野を例に示すと，医療ビッグデータの分析によ
り，将来，病気になる確率が分かるという「価値」より
も，医療の概念を「治療」から「予防」に転換し，医療
のプロセスを変革することで，より大きな価値が生まれ
る．そして，概念やプロセス変革が社会全体に広がるこ
とで，更に価値が大きくなるのである．

3 社会課題の解決と M2M，
ビッグデータへの期待

M2M やビッグデータは，我が国が抱えている様々な
社会課題の解決に有効に用いることができる．本章では，
健康管理／医療，教育，インフラ管理，農業の分野にお
いて，どのような活用が考えられるのか，アイデアベー
スのものも含め述べる．

3.1　健康管理／医療分野での活用
高齢化に伴う医療費の急激な増加が，国民生活の大き

な負担になっている．図 2 に示すとおり，国内総生産
（GDP）が 2001 年の 502 兆円から 2011 年の 473 兆円
へと 5.7％減少したのに対し，国民医療費総額は 2001
年の 31.1 兆円から 2011 年の 38.6 兆円へと 24.1％も
増加している（2）．

医療費の増加は，我が国固有の課題ではなく，先進国
に共通の課題である．この課題を解決するため，欧米で
は，生活習慣病などの分野で健康管理データや医療デー
タを活用し，医療の主体を「治療」から「予防」に変え
る試みが始まっている．

取組みが始まった背景には，健康管理デバイスやス
マートフォン，クラウドサービスなどの発展により，デー
タ収集が容易かつ低廉になったこと，また，医療分野へ
企業参入を容認するといった医療ビジネスを巡る制度改
革など様々な要因がある．でも，何よりも大きな要因は，
健康管理データや医療データの集積とデータ分析技術の
進展により，将来，病気になる可能性を予測できるよう
になっていることである．

実際に予測コンテストも実施されている．政策シンク
タンクである米国ヘリテージ財団が，2011〜2013 年の
間，40 万人分 × 4 年間の医療データを公開し，翌年病
気になり入院する人を予測するコンテストを実施したの
である（3）．グランプリの賞金は 300 万ドル（約 3 億円）

図1　�各種 ICTサービスのライフサイクル上の位置付けと
ICTサービス開発の領域変化 図2　国民医療費総額と国内総生産の推移（単位：兆円）
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である．
医療分野では，病気の予測以外にも様々なデータ活用

が始まっている．例えば，電子カルテ，レセプト情報な
どの医療ビッグデータを分析し，1 万分の 1 程度以下で
発生する薬の重大副作用の早期検出が 2008 年から米国
で開始され，医薬品のリスク軽減や効能の確認に活用さ
れている（4）．そのほか，白血病，手術，感染症対策な
ど治療法のベストプラクティスの早期発見と改善が行わ
れている．更には，病気と遺伝子の関係や遺伝子の相違
による医薬品の効能の違いなどを分析する研究を推進
し，一人一人に最適な薬剤や治療法を選択するテーラー
メイド医療の実現などの試みも始まっている．様々な領
域で，健康管理データや医療データの活用が進められて
いるのである（5）， （6）．

3.2　教育分野での活用
教育分野においても M2M やビッグデータの活用は期

待を集めている．既に学生の過去の成績や教材へのアク
セスなどのデータから学習の進捗度を推定し，講義につ
いて行けなくなる前に対策をとるなどの試みが始まって
いる．教育の改善が始まっているのである．しかし，
M2M やビッグデータの活用で本来実現すべきなのは，
教育の改革である．

現在，そして今後のビジネスで要求される能力は，必
要とされる知識を自ら効率的に学ぶ力と創造力である．
世界的に見ると，フィンランドやシンガポールなど教育
先進国を中心に，先生が「教える」教育から学生が自ら

「学ぶ」教育への転換，学生一人一人にカスタマイズす
る教育への転換が始まっている （7）．そのサポート役と
なるのが，M2M とビッグデータの活用である．

学生の性格や学習態度を含む学習履歴データの収集・
集積・分析により，

 ㅡ当該学生に最適な学習パターンを割り出し，最適な
教科書や教材を提供する
 ㅡWeb ベースの対話ソフトとカメラを活用し，性格
や気分を感知し効果的に学習を進める
 ㅡ協力して一つのテーマを調べ上げる協働学習につ
いても，盛り上がるテーマの選択や教材の選択に集
合知を活用する

など，様々な活用が考えられる．
先生には，学習計画の立案を助言し，コンピュータが

把握した学習履歴情報などを基に，一人一人の学習の進
捗度を管理するなど従来とは異なる作業と能力が求めら
れる．教えることに使う時間が減る代わりに，一人一人
の学習を個別にマネージすることが求められるのである．

学習管理の取組みは，ビジネスの世界で先行しそうで
ある．企業の効率的なビジネス遂行には，個々の従業員
のスキルを把握し，最適な人員配置を行うことが必須だ
からである．特に，ICT や生命・医療分野など変化が激
しい分野においては，最新の知識を常に学ぶ必要がある．
学習の効率化のために Web 学習を活用することは，従
業員にもうれしいソリューションである．適切な学習管
理を合わせて実施することにより，効果的に必要なスキ
ルを身に付けることができるからである．

3.3　インフラ管理分野での活用
2012 年 12 月に中央自動車道笹子トンネルで起きた

天井板落下事故を契機に，高度成長期に建設したインフ
ラの経年劣化と管理の在り方が大きな社会課題となって
いる．例えば 2013 年 4 月 1 日現在，日本全国で約
15.7 万ある 15 m 以上の橋梁のうち 1,381 の橋梁が通
行規制等の対象となっている．築 50 年以上の橋梁の割
合は 2011 年では 9％であったが，2021 年には 28％，
そして 2031 年には 53％に達する（8）， （9）．何らかの対策
をとらないと，保全コストや通行規制の対象となる橋梁
数が急増する危険性があるのである．

第 3 期国土交通省技術基本計画では，高度成長時代
に集中投資した社会資本の老朽化の進行に対し，戦略的
な維持管理・更新に資する技術開発を進めるとしており，
ライフサイクルコストの縮減のためセンシング・モニタ
リング技術や最新の ICT を活用した点検・診断の効果・
効率の向上などを指摘している（10）．橋梁，トンネル，
道路，ダム，堤防などのインフラ管理の分野においても，
インフラの状況をセンサ，M2M で把握し，ビッグデー
タ分析で予防保全を行い，保全コストを下げることに対
し大きな期待が寄せられているのである．

例えば橋梁保全に関しては，一部の橋梁にセンサを取
り付け，変位，ひずみ，振動などのデータをリアルタイ
ムかつ継続的に取得し，状態監視する取組みが始まって
いる（11）．データ分析の結果から，過積載のトラックが
橋梁の痛みの大きな原因になることなどが判明している
が，橋梁の安全性については，異常値が検出されたら管
理者に知らせる段階である．センサデータから橋梁の安
全性を推定できるようになれば，橋梁管理に大きなブ
レークスルーをもたらすのであるが，その手法の確立は
今後の課題となっている状態である．

橋梁保全に関しては，このほか，無人飛行体などのロ
ボットを活用した動画像や静止画像の撮影による点検な
どのアイデアも出されており（12），今後予防保全の効率
化に向けた様々な取組みが進展するものと期待されてい
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る．また，橋梁以外のインフラ管理についても，例えば
道路のひび割れや空洞などの異常を，走る車から熱赤外
線で検知するなど，様々なアイデアが提案されている．
インフラの状況をセンサ，M2M で把握し，機械学習な
どビッグデータ分析により予防保全を行う試みは今後大
いに進展する可能性がある．

3.4　農業分野での活用
農業に関しては，農業従事者の高齢化と耕作放棄地の

急速な増加が日本農業の大きな問題点とされている．農
業従事者の平均年齢は 2012 年の時点で 65.8 歳，耕作
放棄地は 1995 年時点の 24 万 ha から 2010 年時点で
40 万 ha に拡大し，滋賀県の面積と同程度になってい
るからである（13）．しかし，多くの作物の生産性が低く，
生産性の伸びもほかの主要先進国に比べ低いという，よ
り深刻な問題があることは一般には知られていな
い（14）， （15）．

例えば，ICT を活用したハウス農業で有名なオランダ
のトマト，キュウリ，ナスの単位面積当たりの収穫量は，
図3に示すように2011年時点でそれぞれ日本の8.2倍，
13.1 倍，14.1 倍となっている．また，トマトの単位面
積当たりの収穫量は，図 4 に示すようにオランダでは
1981〜2011 年の 30 年間で 3.0 倍になっているのに対
し，日本では 1.1 倍でしかない（16）．一般には進んでい
ると理解されている農業技術の進歩の点でも，問題が発
生しているのである．

この問題の根源をあえて一言で言うと，経営マインド
の不在である．個人レベルの経験と勘に頼っていた農産
物の生産をセンサや M2M，ビッグデータを使って管理す
ることが可能になっていることに気付かず，今までの技
術と発想が異なるデータ活用という新しい手法への挑戦
とその成果の取り込みに後れをとってしまったのである．

農産物の生育を決める因子は，気温，湿度，土壌水分，
日射量，風量，CO2 濃度などの環境条件と施肥，剪定，
除草や害虫駆除などの生産環境の推移である．オランダ
では，これらの条件や環境，それから植物の反応や成熟
具合などを計測し最適条件を見いだすとともに，ハウス
環境を最適に制御するシステム技術も合わせて開発し，
利用しているのである（17）．

生産プロセスに関する暗黙知の可視化は，誰もがおい
しい農産物を生産できる可能性や安定した収穫につなが
る．生産プロセスの定量化は，農作物の生産原価のより
正確な把握を可能にする．これに農場経営の大規模化と
経営マインドが加われば，農作物の生産コストが下がり，
農産物の国際競争力の強化にもつながる．制度改革とマ

ネジメント，それにセンサや M2M，ビッグデータなど
最先端ツールの活用により，農業が最先端の産業に生ま
れ変わることが期待できる時代になっているのである．

4 M2M，ビッグデータ活用の
普及に向けて

課題の解決にはイノベーションが不可欠であり，ま
た，イノベーション推進には M2M やビッグデータ活用
が有効な場合が多々あるが，これを進める上で幾つか押
さえておくべきポイントがある．それは，

① 利用分野との協働
② カスタマイズ
③ 活用に向けた仕組み作り

である．
まず利用分野との協働であるが，図 1 に示したよう

に今後 ICT は様々な領域で，利用分野ごとのニーズに
対応し発展するものと考えられる．異分野との協働を推
進することにより，ICT の一層の発展が期待できるので
ある．そして，ICT の更なる発展の鍵となるのは，
M2M やビッグデータである．

　　 図 3　�農産物の単位面積当たりの収穫量の比較�
（オランダvs日本）（2011年）

　　 図 4　�トマトの単位面積当たりの収穫量の推移�
（オランダvs日本）
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異分野との協働には苦労が付き物であるが，これを成
功させるには避けては通れないことがある．それは，利
用分野側からの要請を待つだけでなく，ICT 側から積極
的に相手の領域に踏み込んでビジネス課題を見付け，課
題解決の提案を行うことである．これが成功すると，イ
ノベーションの源泉の一つである技術の活用領域の発見
につながる．

課題が大きな場合は，相手のビジネスプロセスやビジ
ネスモデルを変える提案になる可能性がある．この場合
は，トップレベルでの相互理解が不可欠となる．また，
社会課題の解決提案については，世の中の仕組みを変え
ることにつながる可能性があるので，政府をはじめ世の
中の理解を深める取り組みも不可欠となる．

2 番目のカスタマイズも重要な考え方である．ICT の
進歩や M2M，ビッグデータ活用により，個々の顧客へ
の対応が従来とは比べものにならないくらい容易に，か
つ，低コストでできるようになっているからである．マー
ケティングの世界的権威であるフィリップ・コトラーは，
現代マーケティングのトレンド変化として次のことを述
べている（18）．

 ㅡ「製品をより効果的に販売すること」から「顧客の
ニーズをよりよく理解する」へ
 ㅡ「マスマーケティング」から「個別（カスタマイズド）
マーケティング」へ
 ㅡ「マーケターの独白」から「顧客との対話」へと．

売ることが重要なのではなく，顧客ニーズをよく理解
し，個々の顧客に対して個別にマーケティングを行うこ
とが重要になっているのである．特に，ビジネスの成功
に不可欠なロイヤルカスタマーを形成するには，対話が
不可欠である．センサや M2M，ビッグデータ活用によ
り，コマツの例のように，新しい形で対話を実現できる
ようになっている．

3 番目の活用に向けた仕組み作りも重要である．大き
なコンセプトの提案とそれを実現する仲間作り，共通プ
ラットホームの構築，エコシステムやオープンイノベー
ションの活用，戦略的な標準化など仕組み作りもイノ
ベーションの源泉となっているからである．この場合に
重要なのは，イノベーションを持続させるメカニズムを
埋め込むことである．

人は効果や便益を認識すると考えや行動を変える．し
たがって，仕組み作りの際に M2M やビッグデータを活
用し，効果や便益を計測するメカニズムを埋め込むこと
により，イノベーションをより一層効果的に進めること
が可能になる．更に，自分たちがイノベーションを起こ
すのだというマインドを持つことが，イノベーションを

加速する大きな力になる．
この三つのポイントに戦略的に取り組んでいる企業

がある．世界最大のコングロマリットであり，航空機エ
ンジン，医療機器，発電機器，金融事業など幅広いビジ
ネスを行っている GE（General Electric Company）
である．GE は，医療機器，発電機器，輸送機器などの様々
な産業機械がインターネットで接続され，得られる稼動
データ等の分析・活用により，運輸，エネルギー，ヘル
スケア等世界経済の 46％をカバーする分野で生産性の
改善が進み，大きなイノベーションの波が起こると予想
した「インダストリアル・インターネット」というビジョ
ンを掲げ，様々な企業との協働関係の構築などの活動を
加速している．

5 おわりに
我が国では，一部の分野では世界最先端に並んでいる

ものの，全体として見ると M2M やビッグデータの活用
が遅れ気味である．特に，社会課題に関わる分野では遅
れが顕著である．遅れの一番の原因は，新しい技術の本
質を理解する努力を十分に行わず，よく分からないこと
は何でも専門家の仕事にしてしまう企業経営者や管理
職，政治家や政府関係者が多いからである．自分で理解
し，自分で意思決定する能力を持つことが重要である．

専門家サイドにも問題がある．M2M やビッグデータ
活用は，本来はビジネスモデルやビジネスプロセスのイ
ノベーションに結び付けて考えることが必要である．し
かし，専門家の多くは近視眼的に考え，どうしたら
M2M やビッグデータの活用ができるのか，その具体的
手法や方法論に終始する傾向がある．そうではなく，もっ
と大きな視野を持ち，大局的に考えることが重要である．

M2M やビッグデータの活用は，データサイエンティ
ストや ICT 技術者など専門家だけの仕事ではない．最
初に，新しい技術だけでなく，技術の新しい活用領域の
発見，新しい技術や製品を普及させる仕組み作り，デザ
インやインタフェース，そしてビッグデータ活用など幅
広い領域がイノベーションの源泉であると述べた．つま
り，イノベーション活動に関係する組織が従来の研究開
発部門だけでなく事業企画部門，マーケティング部門，
営業部門，顧客管理部門などに広がっているのである．
顧客やマーケット，人・社会の動きをより深く理解する
ことがイノベーションの源泉だとすれば，これは当然の
帰結である．

イノベーション関係部門の広がり，それから M2M や
ビッグデータ活用が様々な部門で必要になることを考え
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ると，M2M やビッグデータ活用は，ビジネスマンの基
本的素養であるべきである．研究者だけでなく，ビジネ
スマンもイノベーションマインドを持つべきである．

幸いなことに，インターネットの中から様々な知を容
易に引き出すことができる時代となっている．知らない
分野であっても，誰もが短期間で相当量の専門知識を得
ることができる．このような環境の下，新しいことに挑
戦するマインドを取り戻すことこそが必要である．そし
て，様々な変革への挑戦をする中，そのツールの一つと
して M2M やビッグデータの活用を推進するのである．
このような取組みを進めることで，我が国の成長力が復
活し，未来が見えてくると感じる．

最後になったが，東京大学先端科学技術研究センター
の森川博之教授をはじめとする研究室のメンバーには，
常日頃，様々な情報を頂いており，この執筆に当たって
も大いに役に立った．この場を借りて心より感謝申し上
げたい．
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1 まえがき
M2M（Machine to Machine）とは，機器同士が通信

を介して通信をすることで実現されるシステムの総称で
ある．その中には，方式，技術，ハードウェアとソフトウェ
ア，更にはビジネスまでが含まれており，これらの組合
せにより実現されるシステムである．このため，M2M
のサービスを実現するためには，様々な企業・団体等が
協調または連携することが必要であり，その組合せは多
岐にわたると同時に広範囲である．よって，本稿では，
M2M の技術動向と，それらの技術を活用して実現して
いく中での課題に絞って説明する．M2M と同様の表現
として IoT（Internet of Things）という言葉がある．こ
れも，「全ての“物”は“インターネット”に」というこ
とで，“物”が“インターネット”を介して通信をすると
いう意味であり，M2M の別の表現と考えられる．更に，
センサネットワークも，M2M の機器としてのセンサを
活用した M2M である．よって，それぞれの言葉を整理
すると図 1 のようになる．

このように，M2M には様々なものが含まれ，かつ広
範囲の言葉であるということが理解できると思う．では，
まず，この M2M の構造を明確にした上で，それぞれの
技術動向を述べていくこととする．

2 M2Mの構成
M2M は，様々な技術が融合または連携し，かつ多重

で構成される．まずは，図 2 で M2M の構成を説明する．
この図は M2M の構成を一般化したものであり，全て

がこの構成で実現されているものではない．M2M の構
成は 6 層に分かれており，以下に，その構成の概要を
説明する．
・	デバイス層

 　M2M の片方の機器として構成されるセンサ，カメ
ラ等と，その情報を送受信するための無線＋アンテナ
で構成する．

・	近距離NW層
 　デバイス層とゲートウェイ層が通信するための近
距離ネットワークを構成する．

・	ゲートウェイ層
 　デバイス層の情報を，更に遠隔地のセンタ等に送信
するために広域ネットワークと接続し通信する．

・	広域NW層
 　ゲートウェイとセンタをモバイル通信，固定通信

（インターネット含む）で接続するための広域ネット

M2M 
─ 現状，そして今後 ─

 奥屋　滋　Shigeru Okuya　新世代M2Mコンソーシアム

解 説

図1　M2M/IoT/ センサネットワークの関連図 図2　M2Mの構成
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ワークで構成する．
・	プラットホーム層

 　もう一つ M2M の片方の機器として構成される
M2M の共通の処理機能で構成する．

・	アプリケーション層
 　M2M のサービスを実現するためのソフトウェアで
構成する．
このように，M2M は概念としては機器同士がネット

ワークを介して通信するということであるが，多段で，
かつ，複雑な構成で実現されることが多い．当然，層に
より利用する技術も異なり，デバイス層のセンサ等まで
を含めると，更に利用技術の範囲は広がる．この後の技
術動向は，全てを網羅できるものではないが，各層ごと
に解説していく．

3 M2Mの技術動向
ここでは，M2M における技術動向を 4 層に分けて説

明する．近距離 NW 層はデバイス層で，広域 NW 層は
ゲートウェイ層で説明する．また，その中で，代表的な
標準化活動も述べる．

3.1　デバイス層
デバイス層は，M2M のサービスを実現するためのセ

ンサやアクチュエータ等の機器であるが，これらの機器
は提供するサービスにより，機能，構成も異なる．構成
を一般化したものを図 3 に示す．基本機能が五つの要
素で構成されており，無線部（近距離 NW），プロセッサ，
メモリ・ファームウェアとセンサ＆アクチュエータ及び
電源である．また，このデバイス層の主要な処理は，以
下のようなものがある．
・	センサからの定期情報収集
・	収集した情報をゲートウェイ層へ送信
・	ゲートウェイ層から設定・制御情報を受信
・	受信した情報でアクチュエータを制御
・	各種構成の故障管理
・	ソフトウェアの更新

デバイス層は設置される環境により，電源部として電

池を使用するケースも多く，保守性を考慮し消費電力を
削減するための様々な工夫がなされている．

五つの基本機能の中で，M2M のサービスにより異な
るのが無線部とセンサ＆アクチュエータであり，様々な
種類が存在する．よって，ここでは，この二つを中心に
説明する．
　（a）　センサ＆アクチュエータ

センサは，設置した周囲の環境から状態を収集するた
めのデバイスであり，アクチュエータは，センタから要
求された情報に従って，設置した周囲の環境に対して制
御（設定）するためのデバイスである．センサとアクチュ
エータは，同時に実装されるものではなく，M2M のサー
ビスにより個々に実装される場合と両方が実装される場
合がある．ここでは，センサに注目して説明する．表 1
に各種のセンサを記載する．ここに記載しているセンサ
は，全て網羅しているわけではなく，M2M の領域で利
用度が多いものを抽出している．

これらのセンサを活用することで，様々な M2M の
サービスを実現している．また，ここには記載してない
が，スマートフォンもセンサとしての働きをしている．
例えば，スマートフォンで写真を撮ると，最近は，その
写真が瞬時にセンタ（クラウド）に蓄積・保存される．
これは，カメラというセンサにより被写体を撮影（検出）
し，通信を介して機器同士が連携したものである．正に，
M2M である．

センサは，小形化，省電力と低価格化が進んでおり，
これにより M2M への適用領域が拡大している．

図3　デバイス層の基本構成

表1　センサの一覧
センサ 概　要

温湿度センサ 温度，湿度を計測するセンサ

光・赤外線センサ 光，赤外線を検地するセンサ

超音波，雑音センサ 超音波，雑音という音を検地す
るセンサ

加速度センサ 携帯電話でも実装されている位
置変化を検出するセンサ

振動センサ 地滑り，ビル，橋，道路等のひ
び割れを検出するセンサ

人感センサ 人を検知するセンサ

車速センサ 車の速度を検出するセンサ

放射線センサ 空気中等の放射線量を検出する
センサ

電力センサ 電力使用量を測定するセンサ

花粉・紫外線センサ 気象情報の一部である花粉と紫
外線を検出するセンサ

流量センサ 河川等の流量を測定するセンサ

風量センサ 風速を測定するセンサ

体調管理関連センサ 体重計，体温計，血圧計等の人
間の健康に関する各種のセンサ
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　（b）　無線部
無線部は，センサの状態情報をセンタに送信し 

たり，逆に，センタからアクチュエータへの設定または
制御情報を受信する役割を担う部分である．この無線部
が 有 線 に な る 場 合 も あ り， そ の 多 く は 固 定 LAN

（IEEE802.3）または，IEEE1901 の高速 PLC（Power 
Line Communication）である．ここでは，無線につい
て詳しく説明する．

無線も用途により，様々なものが存在する．表 2 に，
代表的な近距離 NW の無線通信方式を記載する．近距
離 NW 無線は，方式により周波数が異なり，かつ通信
できる距離も異なる．利用環境と利用用途により，その
特徴に合ったものを選択することとなる．もう一点，同
じ規格でも，国により利用できる周波数が異なることが
多い．そのため，同一のデバイスでも国内と海外で異な
る無線部を実装することが必要となることが多い．

無線部も小形化，省電力と低価格化が進んでおり，こ
れにより，様々なデバイスに実装されている．特に，
WiFi，Bluetooth と NFC はスマートフォンやタブレッ
ト等に実装され，接続の手順と仕組みが整備されたこと
で，広く利用されるケースが増えている．

このように近距離 NW には，様々な無線通信方式があ
り，更に，その上のプロトコル（手順）も，サービスに
より独自に定義し実装している場合が多い．独自の仕様
が増えると相互連携性に欠けることから，IETF（Internet 
Engineering Task Force） で は，IP 技 術 に よ る
6LoWPAN（Ipv6 over Low Power WPAN）プロトコ
ルと CoAP（Constrained Application Protocol）プロ
トコルを相互接続性の観点から策定した．

6LoWPAN は，IEEE802.15.4 規 格 を 物 理 層 と し，
IPv6 を使った無線近距離通信網（WPAN：Wireless 

Personal Area Network）のプロトコルであり，近接
デバイスの探索時の通信経路やデータの一部圧縮などに
より，デバイス層の課題の一つである消費電力の低減に
も有効である．今後，大量にセンサやアクチュエータを
必要とするシステムでは，IPv4 では IP アドレスの枯渇
という問題もあることから，大量のアドレスを付与でき
る IPv6 を利用していくことも必要である．

また，昨今，M2M のサービスとして話題の多い
HEMS（Home Energy Management System） で は，
総務省のスマートハウス標準化検討会でECHONET Lite
が通信の上位層として推奨されており，この領域では普
及が進んでいる．更に，グローバルの標準化としては，
有線接続における BBF（Broad Band Forum）が定めた
TR-069 や 無 線 接 続 に お け る OMA（Open Mobile 
Alliance）が定めた OMA DM（Device Management）
がある．特に，OMA DM はモバイル端末にも実装され
たことで普及が進んでいる．

3.2　ゲートウェイ層
ゲートウェイ層は，複数または多量なデバイスと接続

し，更に，センタ（プラットホーム層とアプリケーショ
ン層）とも接続し通信するものであり，デバイスとセン
タの接続とデータ通信のイネーブラ（仲介）の役割を果
たすものである．基本構成を一般化したものを図 4 に
示す．基本機能は六つの要素で構成されており，無線部

（広域 NW），ソフトウェア・ミドルウェア，プロセッサ，
メモリと無線（近距離 NW）及び電源である．

ただし，ゲートウェイ層はサービスにより，その内容
は大きく異なる．ゲートウェイ層の基本的な処理は，以
下のようなものがある．
・	デバイス層との通信（近距離NW層）の確立と維持

表2　近距離NWの無線通信方式
無線通信規格 使用帯域・周波数 通信速度 通信距離（目安）

WiFi
IEEE802.11a：　4.9 〜 6.0 GHz
IEEE802.11b/g：2.4 〜 2.5 GHz
IEEE802.11n：　2.4 〜 2.5 GHz/4.9 〜 6.0 GHz

IEEE802.11a：最大　54 Mbit/s
IEEE802.11b：最大　11 Mbit/s
IEEE802.11g：最大　54 Mbit/s
IEEE802.11n：最大　600 Mbit/s

100 m

Bluetooth IEEE802.15.1：2.4 GHz 最大：24 Mbit/s 最大：100 m

ZigBee 2.4 GHz（日本）/920 MHz（今後） 最大：250 kbit/s 最大：30 m

Z-Wave 900 MHz/908.42 MHz（アメリカ） / 
868.42 MHz（ヨーロッパ） 9.6 kbit/s/40 kbit/s 最大：30 m

BAN（人体通信） 21 MHz 帯（5.25 MHz 帯域） 1〜 10 Mbit/s 最大：3 m

特定小電力 920 MHz（日本）IEEE802.15.4g
国ごとに異なる 40 kbit/s 〜 1 Mbit/s 最大：100 m

ANT 2.4 GHz 1 Mbit/s 最大：3 m

NFC 120 〜 135 kHz/868 〜 956 MHz/2.45 GHz 最大：60 kbit/s 最大：10 m

RFID 120 〜 135 kHz/315 MHz/433 MHz/868 〜
956 MHz/2.45 GHz 最大：100 kbit/s 最大：100 m
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・	プラットホーム層との通信（広域NW層）の確立と
維持

・	デバイス層からの情報収集または情報通知の受信
・	デバイス層から収集した情報をセンタへ送信
・	センタから設定・制御情報を受信
・	センタから受信した情報をデバイス層へ送信
・	各種構成の故障の管理
・	ソフトウェアの更新
・	情報の表示
・	システムの管理（開始・停止・再開）

ゲートウェイ層もデバイス層と同様に設置される環
境により，電源部として電池を使用するケースも多く，
保守性を考慮し消費電力を削減する様々な工夫がなされ
ている．

六つの基本機能の中で，無線（近距離 NW）はデバ
イス層の無線と接続される部分であり，既に前節で説明
しており，ここでは，無線（広域 NW）とソフトウェア・
ミドルウェアの二つを中心に説明する．
　（a）　無線部

無線部（広域 NW）は，センタと通信する役割を果
たすものである．基本的には常時接続ではなく，情報の
送受信が必要な時にセンタと接続する．ただし，今後は，

“常時接続”が必要なサービスを現れることも想定され
る．広域 NW は，近距離 NW のような様々な無線通信
方式が存在するのではなく，通信事業者が提供している

データ通信サービスを利用する形となる．表 3 は，国
内での広域 NW の無線通信方式をまとめている．

広域 NW についても，サービスの環境により無線通信
方式を選択することになる．例えば，常に広範囲の移動を
するようなサービスでは，LTE（Long Term Evolution）
または 3G（3rd Generation）を選択する場合が多い．ま
た，大容量の情報をやり取りするサービスでは，LTE また
は WiMAX（Worldwide Interoperabil i ty  for 
Microwave Access）が選択される．これらの無線通信
は通信事業者がデータ通信サービスとして提供している
ことから，通信費用が掛かり，利用する無線方式の選択
に当たっては，単に方式の選択だけではなく通信費用も
考慮する必要がある．また，現在の広域 NW では，通信
事業者が管理しいている IC カードがある．それらは
USIM（Universal Subscriber Identity Module） ま た
は SIM（Subscriber Identity Module）と呼ばれている．
この二つのカードは認証方式の違いで，3G 通信方式は
USIM で，海外で主流の GSMA（GSM Association）方
式が SIM である．USIM は，3GPP（Third Generation 
Partnership Project）の TS5.1.102 で規定されており，
SIM は 3GPP の TS5.1.011 で規定されている．広域
NW で通信をするためには，この SIM カードまたは
USIM カードが必要である．このカードの中には，IMSI

（International Mobile Subscriber Identity）という固
有番号が付与されており，この固有番号と電話番号を関
連付けることで通信できる仕組みになっている．基本的
に，この IC カードは通信事業者との契約とひも付いてい
る．よって，通信事業者を変更したい場合には，契約を
変更し新たな IC カードを入手することが必要となる．こ
の仕組みは海外でも共通であるが，殊に欧州では，M2M
を車のサービスに適用した場合に，国を超えることが頻
繁にある．その際に，契約と異なる国の別の通信事業者
の設備を使い通信する（ローミングという）ことなり，
通信費用が高額になるという問題がある．この問題は，
自動車以外にも，ゲートウェイの設置位置を替えるよう
なサービスでは，同一問題（ローミング）が発生する．

表3　広域NWの無線通信方式
無線通信規格 使用帯域・周波数 通信速度 通信距離（目安）

LTE 2 GHz，1.7 GHz，1.5 GHz，900 MHz，800 MHz
LTE 4 × 4 MIMO（20 MHz 帯域幅）
　下り最大：326 Mbit/s
　上り最大：86 Mbit/s

数十 km

3G 2.1 GHz，1.7 GHz，1.5 GHz，900 MHz

CDMA（20 MHz 帯域幅）
　下り最大：73.5 Mbit/s
　上り最大：27 Mbit/s
W-CDMA：（5 MHz 帯域幅）
　下り最大：42 Mbit/s
　上り最大：11.5 Mbit/s

数十 km

WiMAX 6 GHz 帯以下（Mobile） 134.4 Mbit/s（28 MHz 帯域幅） 48 km

図4　ゲートウェイ層の基本構成
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そこで，これらの問題を解決手段として，以下の二つの
方式が実用化されつつある．
・	SIMカードに複数の IMSI を登録する方式
・	SIMカードの IMSI を無線で書き換える方式

共に，この方式では，常に国の中の通信事業者と接続
できるように IMSI を登録することで，ローミングが発
生しない（させない）仕組みを提供できることになる．
このような SIM カードは e-SIM（Embedded SIM）カー
ドと呼ばれ，既に幾つかのサービスは，欧州を中心に提
供され始めており，並行して規格化も進んでいる．規格
は，カードそのもの以外に，書換えの手順，管理方法等
も含まれる．今後，海外を中心に e-SIM が本格的に導
入されていくことで，ローミングの問題等が解決でき，
サービスが広範囲で活用されることが期待される．
　（b）　ソフトウェア・ミドルウェア部

ソフトウェア・ミドルウェア部は，先に説明した無線
部（広域 NW・近距離 NW）に関する処理を含めて以
下のような処理がある．
・	デバイス層から収集した情報の加工・編集
・	センタから情報の加工・編集
・	これらの情報の一次蓄積（特に，広域NWとの通信
が途絶えている状態での蓄積）

・	情報の表示
・	ゲートウェイの故障管理
・	装置の起動・停止・再起動
・	ソフトウェアの更新

ここでの処理は，M2M のサービスへの依存度が高い
ことから，実装されるソフトウェアは異なる．ただし，
M2M サービスごとにゲートウェイを設置してしまう
と，大量のゲートウェイが必要となる．よって，一つの
ゲートウェイ上に複数のサービスが提供できる仕組み，
または，提供するサービスにより，ソフトウェアを更新
できる仕組み＝ミドルウェアが必要となる．このような
課題を解決することを，一つの目的として OSGi（Open 
Service Gateway Initiative）アライアンスが設立され，
標準化を進めている．この OSGi アライアンスは，基盤
と な る フ レ ー ム ワ ー ク と し て JVM（Java Virtual 
Machine）とアライアンスで規定している OSGi フレー
ムワークをゲートウェイに実装することで，様々なアプ
リケーションを同一環境の中で動作することを実現して
いる．図 5 に OSGi フレームワークの基本構成を示す．

OSGi 標準モジュール（標準ハンドル）はゲートウェ
イとしての基本機能として提供しているものである．こ
れ以外に，サービスモジュール（サービスハンドル）は，
個々のサービスごとに実装するアプリケーションであ
る．これらのアプリケーションは，動的にインストール，
アンインストール，アップデートを可能としている．更

に，システムまたはソフトウェアの開始と停止という制
御も可能である．ゲートウェイ層は，M2M のシステム
の中心に位置することから，様々な観点から標準化され
ていることが重要である．また，OSGi アライアンスで
は，このフレームワークを利用した Use Case として以
下の活動を実施している．
・	ホームゲートウェイ：Residential	Expert	Group
（REG）
・	車載：Vehicle	Expert	Group（VEG）
・	モバイル端末：Mobile	Expert	Group（MEG）
・	エンタープライズ：Enterprise	Expert	Group（EEG）

3.3　プラットホーム層
プラットホーム層は，センタ内に位置し複数のゲート

ウェイと接続し，アプリケーション層へ M2M としての
基本機能を提供するものである．プラットホーム（層）は，
M2M システム全体の構成には，垂直統合型 M2M と水
平統合型 M2M という二つの構成がある．特に後者の水
平統合型 M2M でプラットホーム層は大きな役割を果た
す．つまり，垂直統合型 M2M では，プラットホーム層
とアプリケーション層が一体化している場合が多く（一
体化していることで，同じような機能をサービスごとに
構築することになるという課題がある），逆に，水平統
合型 M2M では，プラットホーム層とアプリケーション
層を分けて考える．図 6 と図 7 に垂直統合型 M2M と
水平統合型 M2M を示す．

水平統合型 M2M では，M2M のセンタ内の基本また
は共通機能がプラットホーム化されており，様々な
M2M サービスで共有され，効率的な M2M システムを
構築・運用できることで，構築までの時間短縮だけでな
く，サービス運営における費用の削減も可能となる．

このような水平統合型 M2M の標準化の活動として

図5　OSGi フレームワークの基本構成
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は，各地域の標準化団体（SDOs：Standard Developing 
Organization） が 集 ま り（ 国 内 は TTC：The 
Telecommunications Industry Committee），oneM2M
というグローバルイニシアティブで共通化を策定してい
る．ここでは，共通のユースケースの作成やアーキテク
チャから共通 M2M サービスレイヤ（Common M2M 
Service Layer）と各種の API（Application Interface）
を策定している．

このように，前節で説明したゲートウェイ層の OSGi
のような標準化と，プラットホーム層の標準化が進むこ
とで，M2M システム全体が共通化され，M2M サービ
スの構築の簡易化が実現できるということであり，今後
の M2M の適用範囲の拡大にもつながる．最近，よく耳
にするスマートシティ，スマートビレッジ等々のスマー
トな世界は，この水平統合型 M2M により実現される．

3.4　アプリケーション層
最後のアプリケーション層は，正に，M2M のサービ

スを実現するためのアプリケーションである．よって，
ここにおける M2M の観点での標準化はない．

このアプリケーション層で，今後，重要となるのは，
センサから収集した大量データの解析と分析の部分であ
る．テラ規模の情報を高速に解析できる技術と，更に，
その情報を分析するためのアルゴリズムが重要になる．
俗にいうビッグデータという領域の技術である．

このように，これまでに説明した 6 層の組合せで
M2M サービスは構成されており，冒頭にも述べたよう
に組合せは複雑であり，正にエコシステムである．

最後の章では，M2M システムの課題を述べる．

4 M2Mシステムの課題
ここでは，M2M システムの課題を挙げる．課題は，

技術的な課題とサービスを実現するための課題，更には，
今後，予想される課題と多岐にわたる．全てを述べるこ
とはできないが，ここでは代表的なものを取り上げる．
・	デバイス層における無線通信の接続手順の複雑さ
・	デバイス層の ID（識別子）と管理項目の標準化
・	デバイス層とゲートウェイ層の電池の維持時間（寿
命）

・	デバイス層からのゲートウェイ層とプラットホーム
層で受信する大量データ処理

・	広域NWでの常時接続
・	国をまたがったM2Mサービスを実施する場合の広
域NWの構築とUSIM/SIMカードの扱い

・	各層における接続するためのインタフェースの標準
化

・	M2Mのセキュリティ
今後，このような課題を解決していくことで，M2M

が広範囲で適用できるようになることで，より便利でス
マートな社会を創造できるはずである．

奥屋　滋 　
昭 58 北見工大・電気卒．同年，日
本電気株式会社入社．以来，国内外
の無線，光と海底のネットワークの
管理，オペレーション管理の設計と
開発に従事．平 23に新世代M2Mコ
ンソーシアムの設立とともに理事と
して活動に参加．現在，新世代M2M
コンソーシアムの会長代行兼理事．

図6　垂直統合型M2M

図7　水平統合型M2M
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1 はじめに
インターネットはネットワークのブロードバンド化

から，モバイル化，ユビキタス化などの技術革新を経て，
いつでも，どこでも，誰もが使うインフラとなった．今
や，人々はスマートフォンを介してネットワークを意識
することなく，必要な情報にアクセスすることができる．
当初は情報を引き出すプル型のICTサービスが主であっ
たが，その場の興味のあるものを写真撮影した上で時空
間情報を付与し，Facebook 等の SNS や Twitter 等の
マイクロブログにアップロードすることや LINE 等の
メッセージ交換ツールで情報交換する双方向型の ICT
サービスが日常的なものとなっている．その結果，現在
では，人々は特定の人だけでなく不特定の人も対象とし
て，自分自身が持つ情報を交換する多様なコミュニケー
ション手段を手に入れており，その ICT サービス上で
流通・蓄積されるデータは膨大なものとなっている．そ
の一方で，人が介在しない機械がネットワークに接続さ
れ大量の情報がネットワークを介して機械に集積される
M2M（Machine to Machine）システムが急速に拡大
している．従来は環境データをセンシングしたセンサ情
報の収集などが主であったが，交通 IC カードの利用履
歴等の人々の活動を集積するシステム等も拡大してお
り，高度なICT社会が進めば進むほど，社会の動きがデー
タとして生成されている．これらのデータが集積され，
その量が膨大になるにつれて，そのデータを解析するこ
とで社会の動きや環境の変化，人々の行動などの傾向や
因果関係，相関関係が分かる可能性が増しており，大規
模な情報から経済活動や社会活動，環境変動などを分析・
推測するための技術に注目が集まっている．

2 ビッグデータとコミュニケーション
2.1　ビッグデータの種類と利活用領域

ビッグデータは，（a）人々が能動的に生成・発信す
るデータ，（b）人々の社会行動によって ICT システム
が獲得するデータ，（c）環境を計測したデータなどに大
別できる．また，それぞれのデータはビジネスや社会活
動，自然科学などの分野での経済活動や研究開発等に用
いることが想定されている．これらは，ビジネスビッグ
データ，ソーシャルビッグデータ，サイエンスビッグデー
タ等とも呼ばれ，ビジネスや自治体活動，科学の世界で
新たな価値創造をもたらすものとして期待が大きくなっ
ている．Cyber Physical System （CPS）は，大規模な
データから実世界の動きを分析することを目的としてい
るが，データも目的も多様であり，目的に合わせてデー
タを収集した上で，適切な分析手法を利用することが必
要なっている．そのため，多様な情報収集手段を管理す
ることや多様な分析手法を柔軟に組み合せることができ
る情報利活用基盤が費用不可欠となっている．

2.2　社会の動きを深く分析するためのビッグデータ
ビッグデータの研究においては，前述の CPS の構築

などが注目されがちであるが，センサデータや人流，物
流データをそれぞれ分析したとしても，現在の動向や過
去のデータと比較した変化等，ローレベルな現象しか検
出できず，そうした現象をきちんと解釈し，社会実装可
能な一種の施策に結び付けるには非常な困難が予想され
る．更には，漫然と収集可能なデータを蓄積し，そのデー
タに出来合いのマイニングアルゴリズムを適用しただけ
で価値ある情報が得られるとは考えづらい．そもそも，
ビッグデータの収集，蓄積，分析は高価な処理であって，
どのような目的で分析を行い，更には分析の結果どのよ
うな知見が得られるのか，一定の幅を持って想定してお

社会の動きを深く横断的に分析 
するためのビッグデータ処理技術

木俵　　豊　Yutaka Kidawara	（独） 情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
鳥澤健太郎　Kentaro Torisawa	（独） 情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
是津　耕司　Koji Zettsu	 （独） 情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
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かない限り，高いコストパフォーマンスで有用な知見を
得ることは困難であろう．

筆者らはこうしたセンサデータ等からのマイニング
の問題点を補完するため，やはりビッグデータの一部で
あるネット上のテキスト情報の深い意味的な分析の研究
開発を行っており，実際に億単位の Web テキスト，
SNS 上のテキストなどを対象に深い意味的分析を行う
情報分析システムを構築している．先ほど言及したビッ
グデータの分析の目的，想定される知見，更には分析結
果の解釈なども，ネット上のテキストに表現されている
人々の関心や社会の情勢，事件や事故の発生状況や原因
などから直接的，間接的に求めることができるのではな
いかと考えており，筆者らのテキスト分析技術はこうし
た目的での利用も可能であると考えている．現在，開発
している情報分析システムは，自然言語で書かれた複雑
な要求を満たす情報を網羅的に取得したり，複数の文書
に記載されている断片的な情報を意味的なつながりに
よって接続して，より意味の明確な情報へと半自動的に
編集し，一種の未来予測を行うことなどが可能になって
いる．このようなシステムが利用可能となることによっ
て，将来的には，データサイエンティストと呼ばれる人々
は，まず，テキスト情報から社会の動きに関するハイレ
ベルな仮説を入手し，次いでその内容を検証するために，
環境センシングデータや，人流・物流データのマイニン
グを行うことも可能となる．筆者らの最終的な目標はこ
うした一連の流れを一環してサポートできるシステムを
構築することにある．

筆者らが所属する NICT ユニバーサルコミュニケー
ション研究所では，このようなビッグデータ時代に対応
する高度な情報分析技術や情報利活用技術を研究開発を
推進している．第 3 章では，テキストビッグデータに
対する深い意味的情報分析技術の現状について述べる．
第 4 章では，異種・異分野の横断的情報分析技術につ
いて述べる．第5章は結論と今後の展望について述べる．

3 テキストビッグデータ処理技術
ビッグデータ分析の意義の一つは一見かけ離れた事

象の間の普通の人間には想定し難い関連性を見いだすこ
とであろう．データマイニングがもてはやされ始めた頃
によく話題に上がった成功例として，「スーパーの売場
でビールと紙おむつの売上げに相関があることが分かっ
たため，それらを並べておいたところ売上げが上がった」
というようなものがあった．筆者らはこの真偽について
確認をしたわけではないが，この例が印象的である理由

は，ビールと紙おむつというかけ離れたアイテムの売上
げに相関があるという意外性であり，普通の人々では気
が付かない相関をデータから計算機が見付けることがで
きたという衝撃による．ビッグデータの出現はこれまで
分析の対象とならなかった多様な事象に関しても，それ
らの間の意外な関連を特定し，社会の可能な将来像や問
題の特定，そうした問題の解決や，施策，プロセスの意
外な改善を可能にすると期待される．

NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所の研究
の目的の一つはビッグデータを取り巻くそうした状況を
踏まえて，社会の将来像，問題の所在，改善の可能性な
どについて，ビッグデータの一部であるテキスト情報，
特に Web や SNS 上に存在するテキストを深く分析し，
ユーザが容易に理解可能な形で提供したり，気付きを与
えることのできる技術を開発することである．近年の自
然言語処理の進捗には目覚ましいものがあり，以下で紹
介するように，10 年前には想像もしていなかったよう
な分析が数億ページ単位の Web 文書などを対象として
可能になりつつあり，分析の内容自体も様々な社会的な
問題の検出や解決に直接貢献できるレベルに達しつつあ
る．一方で，こうして検出された問題や，分析された因
果関係などは，Web 上で人が書き表したテキストだけ
を根拠としており，厳密な検証を経ていない「仮説」と
いうことになる．今後，センサデータ等，他種のビッグ
データや科学技術文献など信頼のおけるテキストなどを
用いて検証可能なものについては自動的な検証を行い，
より信頼のおける分析結果を提供できるフレームワーク
に拡張する予定である．

より具体的に研究の内容について述べると，現在，筆
者らは Web 文書を対象とした大規模情報分析システム
WISDOM 2013 （1）を開発している．これは日々 2,000
万件以上の速度で収集・蓄積した Web アーカイブに含
まれる億単位から数十億単位の Web ページを対象とし
て，様々な言語処理，情報分析サービスを連携させ，従
来にない高度な情報の分析を可能にすることを目的とし
たシステムである．現在約 200 台のサーバ上で稼動を
開始していて，平成 26 年度に一般公開することを予定
している．ユーザからの入力としては，自然言語による
様々な質問を想定しており，その質問のタイプごとに異
なる情報分析サービスが起動される．例えば，「少子化
が進行すると経済はどうなる？」といった質問に対して
は，筆者らが「未来分析」と呼んでいるサービスが起動
され，質問の回答として，少子化の帰結として想定され
る様々な因果関係の連鎖，すなわちシナリオが木構造と
して表示される（図 1）．現在のシステムの出力には，「少
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子化は生徒の減少を介して，大学の経営を困難にする」，
「少人数教育をもたらす一方で，教育の質の低下をもた
らす可能性がある」，あるいは「労働力人口の減少を介
して，エネルギー使用量の低下と省力化投資の増大をも
たらす可能性がある」，更には「少子化と表裏である高
齢化に伴う耕作放棄の増大を介して食料自給率の低下を
もたらす」など，様々な事象の可能性が示されている．
少子化と食料自給率やエネルギー使用量，省力化投資と
いった事象は多くのユーザにとってはそれぞれかけ離れ
たものであり，一種新鮮なものと写ると同時に，それら
をユーザに提示することは，少子化という問題の全体像，
深刻さを把握してもらう上で有効であろう．更に，例え
ば，少数の新聞記事等を読んだだけでこのような多岐に
わたる少子化の帰結を一定程度網羅的に把握することは
困難である．筆者らは，特に昨今の複雑化する社会にお
ける大問題は，その多様な，帰結も含めて全体像をきち
んと把握した上でなければ適切な検討を行うことは難し
く，ましてや，適切な解決策を考え出すには自動的な情
報分析の活用が不可避であると考えている．

このシステムが出力する因果関係の連鎖はその構成
要素である因果関係（例：「労働力人口が減少する」な
らば「省力化投資が増える」）を億単位の Web ページ
から取得し，それらを自動的に組み合せることで生成さ
れている （2）．最終的に得られる連鎖全体は入力のどの
Web ページにも書かれていないものが一定の割合で含
まれており，更にはいまだ誰も想定したことのないシナ
リオを含んでいる可能性もある．例えば，「森林破壊が
進むととどうなる？」という質問の回答には，「地球温
暖化が進み，海水温度が上昇して，（海産物を介して食
中毒を起こす）腸炎ビブリオを海水中で増大させ，食中
毒を増やす」といったシナリオも含まれていた．これ以
外にも「地球温暖化が食料不足をもたらす」シナリオが
提示されていることも考えると，場合によっては世界的

レベルで大量の海産物が食料として使えなくなる可能性
を示すシナリオと考えられ，このシナリオが妥当である
とすれば，その潜在的リスクは大きいと考えられる．こ
の腸炎ビブリオのシナリオの各ステップを記載した文書
は入力に含まれていたものの，森林破壊から腸炎ビブリ
オに至るシナリオ全体を記載した文書は入力中に存在せ
ず，ひょっとすると誰も想定したことのないシナリオで
ある可能性すらあった．その一方で，このシナリオの一
部である，地球温暖化から腸炎ビブリオの増大に至る部
分はその後，筆者らのシステムの出力とは独立に欧米の
専門家によって検証され，バルト海において実際現在進
行 中 の プ ロ セ ス で あ る こ と が“Nature Climate 
Change ＊ 1 ”上において報告された．このことは，この
シナリオが，システムがテキスト情報のみから自動生成
したものではあるものの，一定の妥当性を持っているこ
とを示唆している．筆者らは少なくとも一般ユーザには
想定が困難であるが，妥当であることが科学的に検証さ
れたこうしたシナリオの存在そのものが，こうしたシス
テムを一般ユーザに広く提供し，考えるヒントとしても
らうことのインパクトを示していると考えている．

WISDOM 2013 には，未来分析以外に「なぜ地球温
暖化が進むとプランクトンが減るのか」といった事象の
理由，根拠を尋ねる質問に複数の文からなる回答を提示
する「Why 型」質問応答 （3）や，「ナノテクノロジーに
よるビジネスは何か」（図 2）「原発廃止は何をもたらす
か」「ダイエットで何を使うか」といった主として名詞
数語で回答できる質問である，いわゆるファクトイド型
の質問に対する質問応答システム，更には与えられた
キーワードに関して，良い評判，悪い評判等を情報の発
信者のカテゴリーごとに分類して提供する評価表現抽出
機能などが実装されている．これらの機能は相互に連携

＊1	 http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n1/
full/nclimate1628.html

図1　	質問「少子化が進行すると経済はどうなる」による
未来分析

図2　	ファクトイド型質問「ナノテクノロジーによるビジ
ネスは何か」に対する回答
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させつつ使うことも可能であり，例えば，「ダイエット
で何を使うか」という質問の複数の回答の評判をサーベ
イして，そうしたアイテムが引き起こした事故，事件を
チェックするといった操作や，未来分析で得られた「地
球温暖化が進むとプランクトンが減る」という因果関係，
シナリオが理解不能，あるいは妥当でない因果関係と思
われた際に，その根拠，理由をシステムに尋ねるといっ
た操作がクリックのみで可能になっている．

また，これらのサービスの組合せは，情報の信頼性を
調べることにも利用することできる．例えば，「ダイエッ
トで使える」という触れ込みの商品の評判に否定的なも
のが多ければ，そもそも，その商品がダイエットに使え
るというオリジナルの情報の信頼性が疑われるし，未来
分析で得られた因果関係やシナリオの根拠や理由とし
て，それらしい情報が得られなければ，そのシナリオの
妥当性は薄いと判断することも可能となる．これらの機
能を様々な形で連携させて活用することによって，一般
ユーザの想像を超える，社会における問題や，その解決
策の発見で役立てることができると考えている．

また，今後はこうした機能の更なる高精度化，大規模
化を行うと同時に，ある行為の適切な方法を尋ねる「How
型」の質問応答を導入し，既に実装済みのファクトイド
型質問応答，「Why」型質問応答と合わせて，いわゆる

「5W1H」を一とおりカバーする予定である．また，以上
に挙げた各種機能によって取得された情報に対して，そ
れらをサポートする情報や矛盾する情報を億単位の Web
ページから取得し，情報の信頼性を検証する手段も強化
していく予定である （4）．分析の対象文書も WISDOM 
2013 の場合は Web が中心であるが，今後，本章冒頭で
述べたように，信頼性が担保されている科学技術文献や
政府白書，そこに現れる数値データ，更には各種センサ
データも分析対象に加え，より信頼性の高い情報を提供
できるシステムを構築する予定である．更に，大規模災
害時に発信される膨大な Twitter 情報のリアルタイムな
分析を行い，被災者，救援者に重要な情報を提供するシ
ステムとして，対災害情報分析システム （5）， （6）の開発も
進めており，いずれはこのシステムのリアルタイムでの
分析機能と WISDOM 2013 との統合も検討している．

4 異種・異分野横断的 
ビッグデータ処理技術

4.1　オープンデータの利活用
近年，様々な組織や機関，個人が収集したデータを公

共財として自由に利活用できるようにするオープンデー

タの取組みが世界的に広まってきている （7）．代表的な例
として，公共データを利活用できるようにする取組みで
ある米国の Data.gov （8）が挙げられる．Data.gov は，
米国政府機関が保有する様々な統計データを公開し，金
融や雇用，科学技術，交通，小売，通信，貿易，エネル
ギーなど 46 カテゴリー，約 38 万のデータセットを提
供している．更に，同様のポータルサイトが，現在 40
か国以上に広がっている（英国 Data.gov.uk，インド
Data.gov.in など）．そのほかにも，科学技術データに
関して，世界科学会議（ICSU）の運営する World 
Data System （WDS） （9）では，分野横断型国際データ組
織の先駆として，品質管理されたデータの長期保全と提
供を目的に，世界 50 か所以上から集めたデータを公開
している．

こうしたオープンデータの利活用で特徴的なことは，
これまで個別のプロジェクトやアプリケーションで扱わ
れていたデータを横断的につなぎ合わせ，分野を超えた
新たな価値を創造する試みが盛んに行われていることで
ある （10）．ビッグデータで重要視されている3 V（Volume, 
Variety, Velocity）において，これまでは主に圧倒的な
データ量（Volume）をリアルタイム性高く（Velocity）
扱えるようにすることで従来のアプリケーション性能を
大幅に改善させるスケールメリットが重要視されてきた
が，オープンデータの広がりにより全体を把握しきれな
いほど多種多様な（Variety）データが利用できる環境
が整いつつあり，これらを横断的に活用しコネクション
メリットを発揮する技術へのニーズが高まってきてい
る．筆者らは，こうしたコネクションメリットを支える
技術の研究開発に取り組んでいる．

4.2　分野横断相関検索
オープンデータによって様々なデータが自由に活用

できるようになったとしても，必要なデータにたどり着
けなければ恩恵を得ることができない．そこで，検索が
重要な役割を果たす．今日主流となっているのは，従来
ディジタルライブラリを中心に行われてきたカタログ検
索である．データを公開した際の登録情報（名前や作成
者等の書誌情報）に対するクエリを指定し，ヒットする
データの一覧を表示する （11）．こうしたカタログ検索で
は，クエリを正確に指定する必要があり，専門家以外に
は扱いにくいものであった．オープンデータの特徴を生
かし分野を超えたコネクションメリットを発揮するに
は，専門分野に閉じたデータの検索だけでなく，分野を
超えてつながる可能性のあるデータを積極的に発見する
ことが大切である．
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筆者らが研究開発を行っている分野横断相関検索技
術（Cross-DB Search） （12）， （13）では，オープンデータの
中でも特に実世界の状況を反映した様々なセンサデータ
や科学データを対象に，地理的な相関性，時間的な相関
性，概念的な相関，及び引用参照の相関性の四つの観点
からデータ間のつながりを評価し，クエリにヒットする
データに対しこれらの相関を複合化し，相互につながり
の強いほかのデータ集合を見付け出す．例えば，大気品
質の一つの指標である PM2.5 をクエリとして与えると，
PM2.5 の観測データだけではなく，それらの周辺の地
域や時期に作成されたデータや，PM2.5 と関連性のあ
る分野のデータ，更にはそれらと一緒に引用参照される
ことが多いデータをいもづる式に検索し，これらの中か
ら相互に高い相関を示すデータ集合を発見する．図 3
に示した検索結果の例では，1990 年代の南極海地域で
PM2.5 とバイオ分野のデータ集合が高い相関を示して
いる（概念相関には地球環境科学用語体系の SWEET 
ontology （14）を使用）．また，同じクエリに対し，これ
以外にも複数の相関データ集合の候補が発見される．
Cross-DB Search は，このように従来のカタログ検索
の結果から相関の高いデータを追加する一方相関の低い
データを除去することで，気候変動や大気品質など様々
な分野にまたがるデータを発見しやすくし検索サービス
の利用品質向上に役立っている．Cross-DB Search で
は，現在，World Data System に参加している 25 種類，
40 分野にわたる科学データや，独自に収集した 35 種
類以上のセンサデータを中心とした 114 万件のデータ
を対象に，相関検索に必要なメタデータを抽出し索引付
けをしている．

筆者らは，この分野横断検索を，オープンデータを対

象としたデータキュレーションに応用している （15）．デー
タキュレーションは，ある調査や研究目的のために様々
なデータを収集，整理，保存，公開する一連のプロセス
であり，従来から大学の図書館などでデータの収蔵のた
めに行われていた．オープンデータの進展により，個人
レベルで膨大な種類のデータが利用できるようになった
今日，データ収蔵の専門家による組織的かつ計画的な
キュレーション作業から，個々の科学者が自身の研究の
中で個人的かつ発見的な（heuristic）データキュレー
ションの可能性が生まれつつある．そこでは，オープン
データを使って，相関性を検証するためのデータセット
の作成と，データセットを分析し様々な観点から相関性
を発見することを繰返し行いながら，相関分析と検証
データを同時に絞り込んでいく．こうしたサイクルをい
かに迅速かつ効率的に回すかが，特にデータ中心科
学 （16）などでは重要とされ，分野横断相関検索による研
究の効率化が期待される．

4.3　異種データの時空間相関可視化技術
様々な分野のデータの横断的な関係性を把握する上

で，情報可視化は有効な手段である．筆者らは，物理セ
ンシングや社会センシング（SNS など）によって得られ
る様々な種類のセンサデータや，様々な分野の観測デー
タを蓄積した科学データアーカイブ，など実世界を反映
したオープンデータを中心に，実世界の様々な出来事の
分野横断的な相関性を視覚的に分析する情報可視化技術
の研究開発を行っている．筆者らの STICKER （Spatio-
Temporal Information Clustering and Knowledge 
ExtRaction） （17）では，地理空間と時間軸から構成され
る三次元空間上に様々なセンサデータを表示し，様々な
可視化手法を用いてそれらの動きや変化の相関性を視覚
的に分析する．図 4 に，STICKER による可視化の例を
示す．図 4 に示す例では，2013 年 8 月の国内における
大気品質（PM2.5）のデータと，降水量のデータ，渋滞
に関連するキーワードを含む Twitter のデータが時空間
上に表示されている（平面が地理空間で縦軸が時間）．
PM2.5 と渋滞 Twitter は，8 月中旬頃（中段）に東日本
から西日本にかけて広い地域で重なり高い相関が見られ
る．この部分のデータを調べると，お盆休みで渋滞が多
発し PM2.5 の濃度増加したことが分かる．一方，8 月
上旬と下旬（下段，上段）の降水量が多い時期・地域で
は PM2.5 との重なりが少なく，つまり相関が低く，降
水が PM2.5 の濃度を減少させていることが分かる．

このように様々なデータを（時）空間上で重ね合わせ
ることは，従来からデータマッシュアップなどで盛んに図3　分野横断相関検索	（Cross-DB	Search）
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行われてきた．筆者らの STICKER の特徴は，単にデー
タを可視化するだけでなく，様々なデータの中から相関
の高いデータの組合せ発見し，かつ高い相関を示す部分
のデータを抽出する Visual analytics の機能を備えてい
る事である．Visual analytics は，データの操作と可視
化をインタラクティブに行いながら仮説の検証や意思決
定を行う分析プロセスである．図 4 の例では，まず
PM2.5 のデータの分布を可視化し，異常に変化してい
る箇所などユーザが関心を持つ部分を指定し，それらと
相関の高いほかのデータを検索する．更に検索結果を時
空間上に表示する際に，可視化するデータの種類や値域
を操作しながら相関が高くなるように調整する．こうし
たデータの表示や検索，操作を繰返しながら相関の高い
データの組合せを発見し，後に続く詳細なデータ解析に
必要なデータを準備する．これらの作業は，膨大な種類
のオープンデータから役立つデータを効率良く絞り込む
上で重要である．STICKER では，様々な分野のデータ
に対し横断的な操作や可視化を可能にすべく，STT セ
ル （Space, Time, Theme）形式でデータを統一的にモ
デル化し，各種データから STT セル形式に変換して，
様々な形状の可視化オブジェクトの生成とそれらの視覚
的操作，STT 属性に基づくデータの選択や集約，異常
値検出などの各種データ操作，並びに前節で述べた相関
検索を実装している．

4.4　参加型オープンデータ利活用プラットホーム
オープンデータの流れは，これまで主に政府や研究機

関の主導により既存のデータを公開する活動が中心で
あった．それら初期の取組みの成功を受け，今日では
ユーザが自らデータを収集，公開し共有する参加型の
オープンデータ活動が広まりつつある．例えば，

OpenStreetMap （18）では，ボランティアベースで地理
情報を収集しフリーな地図を開発することが行われてい
る．また，人々が協力してローカルな状況をスマート
フォンなどを用いて発信し，それらを幅広く収集し共有
することで広範囲の状況を網羅性高く把握する参加型セ
ンシング（participatory sensing） （19）， （20）も，環境問題
や社会問題，災害時の対応への有力な手段として行われ
ている．こうした取組みは，これまでのトップダウンの
オープンデータの流れから，ユーザが自ら実世界の問題
解決に積極的にオープンデータの仕組みを活用しようと
するボトムアップの流れに変化しつつあることの表れで
ある．

このような参加型のオープンデータ活動を支える ICT
プラットホームとして，筆者らは K-L Grid（知識・言
語グリッド） （21）， （22）の開発を行っている（図 5）．K-L 
Grid は，新世代通信網テストベッド JGN-X （23）上に構
築された広域分散グリッドネットワークであり，サービ
ス指向アーキテクチャ（SOA）に基づきデータの収集
や分析，配信を行うサービスを開発したり，それらを連
携させたアプリケーションを開発する情報サービス基盤
である．この上で，データの収集や共有を協調して行い，
オープンデータのリポジトリを構築している．実際に，
Live-E! （24）から全国規模の気象データの収集したり，世
界規模の科学データベース World Data System から大
規模な科学データのメタデータを収集したり，Twitter
など SNS データの収集を行っている．表 1 に，現在
K-L Grid 上に構築されている情報資産の例を示す．

図4　異種データの時空間相関可視化システムSTICKER

図 5　	参加型オープンデータ利活用プラットホームK-L	
Grid
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現在，K-L Grid は国内 5 拠点（東京，北陸，京都，
岡山，福岡）のグリッドノードによって構成されている．
また，グリッドネットワークの特徴を生かし，ユーザ独
自のノードを参加させることで，ユーザが K-L Grid 上
で自身のデータを参加ノード経由で公開したり，ほかの
データと組み合せて利用することを可能にしている．ま
た，情報サービスの要求に応じてネットワークの構成を
自 動 的 に 設 定 す る Service-Controlled Networking

（SCN）技術 （25）， （26）の研究開発も行い，データの収集，
加工（フィルタリングや分割・統合など），スループッ
ト等の要件に基づいてネットワークの発見やパス生成，
QoS 制御を動的に行う仕組みを実現することで，従来
に比べより多くの情報サービスをより安定的に稼動させ
ることを可能にしている．更に，こうした取組みを普及
させるべく，米国標準技術院（NIST）と協力し標準化
活動にも取り組んでいる （27）．

5 まとめ
現在，様々なところでビッグデータというキーワード

を耳にするが，ビッグデータは処理技術がなければ，た
だの大規模データであり，ごみの山でもある．企業が多
くの予算をつぎ込み，販売データを解析した結果，「既
知のことを再確認しただけであった」という事例も少な
くない．過去の蓄積された情報を分析することで価値の
ある情報が見付け出されることもあるが，ビッグデータ
処理技術への期待は，過去の情報から現在，そして未来
の状況を推測することにある．NICT ユニバーサルコ
ミュニケーション研究所では，他に類を見ない切り口で
のビッグデータ処理技術の研究開発を推進しており，そ

の成果を社会に提供することを目指している．現在，研
究開発を進めている情報分析エンジン WISDOM2013
は，平成 26 年度には一般公開を開始する予定であり，
広く社会で利用されることを目指している．また，その
技術を用いた対災害情報システムは災害時に適切な避
難・支援情報を提供することを目的として研究開発が進
められている．異種・異分野の情報分析技術についても，
研究開発成果を研究者を対象とした情報検索システムに
組み込み実用サービスとして公開を予定している．
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1 はじめに
近年，ビッグデータが注目を浴びている．平成 17 年

度から始まった科研費特定領域研究「情報爆発時代に向
けた新しい IT 基盤技術の研究」から始まり，最先端研
究開発支援プログラム（FIRST）や戦略的創造研究推進
事業（CREST / さきがけ）など，ビッグデータ研究は
正にビッグプロジェクトとして進められている．これは
ビッグデータ研究の推進には，計測技術，通信技術，ス
トレージ技術，解析技術の発展とマルチコア化などの計
算能力の向上など，多面的な研究が不可欠であり，逆に
これらの技術の発展により，従来では考えられない量の
データを扱うことが可能になってきている．

あるものが大量に集まったときには本質的に異なっ
た現象が起こることは昔から注目されており，物理学で
は「More is different（量は質を変える）」と言われて
いた．その代表が熱力学を説明するための統計力学であ
り，それを情報に応用したものが情報統計力学である．
情報統計力学は科研費特定領域研究「確率的情報処理へ
の統計力学的アプローチ」「情報統計力学の深化と展開」
を経て，情報科学に新しい分野を切り開いた．また，情
報統計力学を中心として，各種機械学習アルゴリズムの
開発や解析の研究にも進展が見られた．そこで中心的な
役割を果たしたものが，確率モデルである．

ビッグデータの特徴は「たくさんある」ことである．
したがって，情報統計力学と同様に，確率モデルを利用
した機械学習アルゴリズムは，その利用や解析に有効で
あることが期待される．

2 たくさんあると分かること
なぜ確率モデルが利用されるのか．それはデータが大

規模になると確率法則に従うようになるからである．そ

もそも確率論は，不確定性のある現象を数理的に扱うた
めの道具であり，多数の試行を行った場合を議論するも
のである．例えばサイコロを数回振るだけでは目が出る
傾向は分からないが，数百回，数万回振れば，大数の法
則によりその確率が分かる（図 1）．同様に，数回では
その分布は分からないが，多量のデータを集めれば中心
極限定理により正規分布に従うことを仮定できるように
なる．シャノンによる情報理論も大数の法則を利用して
いることは，周知のとおりである．

そして，データから確率モデル及びそのパラメータを
推定するツールが統計である．統計科学は古くからある
学問であるが，神経回路網ブーム （1）などで「学習」と
いう枠組みが注目され，前述の統計物理学のみならず数
理工学電子工学機械工学などの工学系分野からも研究者
が参入するようになった．中でも，確率モデルに双対接
続を導入した情報幾何学は，従来の統計学の枠組みを広
げ，重要な解析ツールであるとともにアルゴリズム開発
にも利用された．

3 新しいツールの登場
1980 年代の神経回路網ブームを支えた要素の一つ

は，ワークステーションの普及である．すなわち，新し
い強力なアルゴリズムが提案された時期に計算機資源が

ビッグデータの 
解析ツールとしての機械学習

	池田和司　Kazushi Ikeda　奈良先端科学技術大学院大学

解 説

図1　試行回数 Nが増えれば度数分布は真の確率に近付く
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比較的安価に入手できるようになった結果，多くの研究
室で計算機実験が可能となり，多くの派生アルゴリズム
が提案された．

その後の機械学習研究においても同様の経過が見ら
れる．計算機の能力が向上するとその能力を利用した新
しいアルゴリズムが提案され，理論解析や計算機実験が
進み，更にそれを凌駕する計算機及びアルゴリズムが生
み出される．以下ではそのようなアルゴリズムの代表的
なものを紹介する．

3.1　サポートベクトルマシン
Vapnik らによって提案されたサポートベクトルマシ

ン（SVM）は，統計的学習理論と呼ばれる性能評価基
準に基づいている （2）．この基準は例題の分布を仮定して
いないため，ある種の最悪誤差評価となっている．
SVM は，その上限を小さくするように境界面を定める
線形二分機械であり，具体的にはマージンすなわち例題
と境界面の距離の最小値を最大化する境界面を求めるア
ルゴリズムである（図 2）．このように性能評価に理論
的な裏付けがあることが，それまでの流行であった神経
回路網の一種である多層パーセプトロン（MLP） （2）など
のアルゴリズムに取って代わった理由の一つである．

SVM は二次計画問題に帰着されるため，大域的最適
解が唯一存在するというメリットがある．MLP の学習
が局所解の存在に悩まされていた上，実際の性能も
SVM は MLP を凌駕していたことから，MLP は機械学
習の現場からほとんど姿を消すことになる．

与えられた例題が線形分離不可能な場合，SVM には
解が存在しない．この問題を解決するため，ソフトマー
ジンと呼ばれる手法が提案されている．これは，一部の
例題が制約条件を満たさないことを許容する代わりに，
その超過量を最小化すべき関数に加算するものであり，
この変形を行っても二次計画問題であり大域的最適解が

唯一存在するという性質は失われない．
更に，SVM にはカーネル法を適用できる．カーネル

法は入力を高次元特徴空間に写像して線形分離する手法
であり，特徴空間が高次元であっても計算量が増えない，
特徴ベクトルの明示的な形が不要である，などの利点が
ある．この性質により，SVM の応用先は従来のベクト
ルデータだけではなく，関係性データなどのグラフやゲ
ノムデータのような系列データにも広がった．

SVM は二次計画問題であることから，解の一意性が
保証されている一方で必要な計算量は大きい．実際，当
初は SVM を利用できる問題のサイズは限られていた．
しかし，計算機性能が向上するとともに，内点法や分割
統治法などの数値計算法が発展したことがその普及に大
きく寄与した．また，それらをコーディングしたパッケー
ジが無料公開されたことも，その利用を後押しした．

3.2　アンサンブル学習
学習機械を組み合せることで，より優れた学習機械を

構成しようという試みはアンサンブル学習と呼ばれる．
その代表的なものが，ブースティング （3）及びバギン
グ （4）である．いずれも弱学習器と呼ばれる通常の学習
器の組合せとして実現されるが，その構成方法が異なっ
ている．

ブースティングは弱学習器を一つずつ追加する方式
である．各弱学習器はそれまでの学習機械による出力誤
差に応じて例題に重みを付けて，言い換えれば苦手な例
題を重点的に学習する．更に，弱学習器の性能に応じた
重み付けをした上で学習機械に追加する．

弱学習器がどんなに“弱い学習器”であっても，二分
類問題に対して正答率は 1/2 より大きくなるため，ブー
スティングによる学習機械の正答率は弱学習器を追加す
ることにより単調増加することが示されている．また，
その幾何学的な構造も情報幾何学により明らかにされて
いる．更にある種の条件下では，ブースティングによっ
て得られる境界面は SVM のそれに近付くことも証明さ
れている．

バギングはブースティングと異なり，全ての弱学習器
を独立に学習する．各弱学習器はブートストラップサン
プルと呼ばれる，元の例題集合からのリサンプリングに
よって構成された学習用集合を学習する．バギングの出
力は，こうして学習した弱学習器の多数決により決定さ
れる．

バギングの弱学習器の学習は並列化が容易であるこ
と，回帰問題にも適用しやすいという利点がある．しか
し一般にその性能はブースティングに劣る．図2　SVMは正例○と負例×のマージンを最大化する
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3.3　スパースロジスティックレグレッション
線形二分問題は，入力が「あるクラスに属するか否か」

を判別する問題であり，D 次元入力 x に対する出力は
　　　

を用いてΘ （ f （x; θ））と表すことができる．ここでθd

は x の第 d 成分 xd の重みであり，Θは中身が正なら 1，
それ以外で 0 を取る関数である．

これを拡張して「あるクラスに属する確率 p」を考え
ると，回帰問題すなわちレグレッションになる．ロジス
ティックレグレッションは，ロジスティック関数
　　　

を用いて線形二分問題を回帰問題にしたものである（図
3）．なお，ここで y = 1 は x があるクラスに属すること
を示している．

これをベイズモデルとして扱う場合，パラメータθに
事前分布を導入する必要がある．スパースロジスティッ
クレグレッション（SLR）は，事前分布に ARD 事前分
布を用い，θの多くがゼロを取る，すなわちスパースな
解が得られるように工夫したものである．ARD とは
Automatic Relevance Determination の略で，関連度
自動決定と訳される事前分布で，

　　　

により与えられる．ここで N は正規分布であり，α d は
分散を表すハイパパラメータである．

SLR は神経科学における機械学習応用，具体的には
映像を見ているときに fMRI により得られた脳活動デー
タから見ている画像を再構成する「デコーディング」の
ために開発された （5）．SVM の解もスパースであるが，
これは解を構成する例題が少数であるという意味であ

り，回帰に用いる変数自体を積極的に少数にする SLR
とは性質が異なる．

3.4　行列因子分解／テンソル因子分解
これまでのアルゴリズムでは，ベクトルデータに対す

る出力を考えていた．しかし関係性データや脳波データ
などのように，データが本質的に二次元あるいは三次元
以上の高次元の構造を持っており，行列あるいはテンソ
ルの形で表すのが適切であるものも多い．

高次元データは次元数に対して指数的にデータ数が増
加するため，欠損データも多い．そこで欠損データの補
間や雑音除去のため，より小さな自由度を持つモデルで
データを表すことが試みられた．それが行列因子分解／
テンソル因子分解である （6）．

行列因子分解は本質的には特異値分解（SVD）であり，
大きな特異値の特異ベクトル成分のみを残すというもの
である．SVD では直交行列が両側に現れるが，その一
方を基底とし，残りの積をその座標とみなすと，主成分
分析（PCA）と同等になる．

テンソル因子分解は行列因子分解と同じ考え方であ
るが，行列とは異なる多くの性質が現れる．まず，行
列のランクに相当するものを定義することが容易では
ない．行列の素直な拡張で考えれば，三つのベクトル
の積で表されるテンソルのランクを 1 と考えるのが自
然であるので，あるテンソルが幾つのランク 1 テンソ
ルの和で表されるか，その最少数をランクと定義する
ことができる．しかしこのランクを求めるには NP 困難
の計算量が必要になり，またその一意性も保証されて
いない．そのためこの定義によるランクが用いられる
ことはほとんどない．

テンソルのうち，一部の変数のみに興味がある場合に
は，その成分と残りの成分に分けて行列を構成し，その
ランクをテンソルのランクと定義することがある．この
定義は実用上は有用であるが，注目する成分ごとにラン
クが異なる上，本質的にはテンソルではなく行列である
ともいえる．

PCA のように，テンソルをより小さな自由度を持つ
テンソルで近似するには，Tucker 分解が用いられる．
これは元のテンソル xijk を，次数が同じで次元の低いテ
ンソル tqrs 及び直交行列 uiq，vjr，zks を用いて
　　　

と表す．ここでε ijk は近似誤差であり，これが小さくな
るように t，u，v，z を定める．Tucker 分解をベイズ推
定の枠組みに拡張したものは pTucker と呼ばれ，テン図3　赤 : 線形，緑 :	Θ	（x），青 : ロジスティック関数
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ソル tqrs の次元が真の次元よりも大きくても，過学習し
にくいことが知られている （7）．これは更に，ガウス分布
ではない一般の指数分布族に拡張することができる （8）．

また，x や t，u，v，z の要素が非負値に限定されてい
る場合がある．例えば音のスペクトルは，個々のスペク
トルもその重ね合わせの重みも常に非負値をとる．その
場合には非負行列／テンソル因子分解（NMF/NTF）が
用いられる （9）．

3.5　ノンパラメトリックベイズ
これまで紹介したモデルは全て，パラメトリックモデ

ルである．パラメトリックモデルでは，モデルサイズを
あらかじめ決定しておく必要がある．そのため，赤池情
報量規準（AIC），ベイズ情報量規準（BIC）などの情
報量基準や交差確認法（CV）などが用いられる．

モデルを仮定しない手法はノンパラメトリックと呼
ばれ，データドリブンの推定が行われる．このアイデア
をベイズ推定に取り込んだものが，ノンパラメトリック
ベイズと呼ばれる手法で，モデルのサイズがデータに応
じて自動的に定まる仕組みを導入している （10）．

クラス分類問題においては，クラス数が事前には未知
であると考える．そこで，未知のクラスまで考慮した無
限次元ディリクレ分布，すなわちディリクレ過程（DP）
を考える必要がある．そのため，棒折り過程（SBP）を
導入したり，頻度に着目して中華料理店過程（CRP）を
用いてモデル化する．CRP は「The rich gets richer.」
の法則で，新規客が座るテーブル（クラス）は，客が多
いテーブルほど確率が高く，かつ新たなテーブルに座る
可能性もあるというものである．

一方，一つの入力が複数のクラスに属する場合があ
る．具体的には，入力がある特徴を有しているかどうか
を考える場合には，複数の特徴を持つことが一般的であ
る．このような問題においては，インド料理過程（IBP）
と呼ばれる確率過程が用いられる．これはある客がどの
料理（特徴）を選ぶ（持つ）かという問題において，順
番に出てくる料理を過去の人気に応じて取るか取らない
かを決める過程であり，かつ新たな料理を取る可能性も
あるというものである．

これらのほかにも，従来のパラメトリックの手法をノ
ンパラメトリックベイズに拡張する研究が盛んに行われ
ている．

4 多数から少数へ
これまで見てきたように，ビッグデータを扱うには確

率モデルなどを用いて少数のパラメータで表現すること
が重要である．すなわち，どのような内部表現を用いる
かが解析の鍵を握る．そのような観点から近年盛んに研
究されているのは，スパースモデリングとディープラー
ニングである．

スパースモデリングは SLR にも用いられているよう
に，少数のパラメータで表現する方法である．スパース
モデリングは，圧縮センシングと呼ばれる L1 最適化
　　　

により少数の観測により多数の変数を高い確率で正しく
推定できることが示されているなど，理論的な性能評価
が進んでいる （11）．また，多くの応用例においてスパー
スモデリングが従来の L2 正則化に比べて高い性能を示
しており，その重要性が注目されている．そのことは，
平成 25 年度からは科研費新学術領域研究「スパースモ
デリングの深化と高次元データ駆動科学の創成」が始
まったことなどからも分かる．少数で表すことが性能を
上げ，そしてどのようにその少数の特徴を選び出すかが
その鍵となっている．

ディープラーニング（DL）は SVM の登場とともに
下火となった神経回路網のリバイバルとも言うべきもの
で，従来の MLP を更に多層化したものである （12）．従来
の MLP が誤差逆伝搬法（BP）という方法で単純に学習
していたのに対し，DL ではオートエンコーダなどによ
るプレチューニングや畳込みやドロップアウトによるロ
バスト化など，様々なヒューリスティックを組み合せて
用いている．その結果，画像認識や音声認識において，
従来法を凌駕する性能を示している．それを支えている
のが大量のデータであり，大きなネットワーク，そして
その学習を支える高性能計算機である．

DL の成功の鍵もデータの低次元内部表現にあると言
われている．多層化することで徐々に抽象度を上げ，最
終的には低次元の空間表現を利用している．しかしその
パラメータチューニングは困難であり，今後はその理論
的な研究を進める必要がある．

5 まとめ
ビッグデータの時代は到来したばかりで，そのデータ

量及びその重要性は今後ますます増えることが予想され
る．その活用面での主役が機械学習だとすれば，その収
集を支えている根幹が通信技術であり，通信分野も技術
革新を続けていく必要がある．今後は通信技術において
も機械学習が利用されていくことが期待される．
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15 同助教授．平 20 奈良先端大情報
科学研究科教授，現在に至る．数理
情報学の研究に従事．IEEE，神経回
路学会，計測自動制御学会，システ
ム制御情報学会各会員．
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1 はじめに
「ビッグデータ」は従来の方法では処理が困難なほど

巨大で複雑なデータの集積物を表す用語であるが，近年
では，マルチメディア，Web サイト，センサデータ等多
様な出所を持つ多種多量のデータを活用することにより，
近未来予測等を通じ，利用者個々のニーズに即したサー
ビスの提供，業務運営の効率化や新産業の創出等が可能
となる （1）技術，といった観点で語られることが多い．

情報通信研究機構（以下，NICT）では，公共性を有
するビッグデータを「ソーシャルビッグデータ」と位置
付け，ソーシャルビッグデータの利活用により様々な社
会的課題の解決，新たなサービス・システムの創出に貢
献するための研究開発への取組みを拡大している．この
ような取組みへと大きくかじを切るきっかけとなったの
は，平成 25 年 2 月 26 日に「日本経済再生に向けた緊
急経済対策」を目的として成立した平成 24 年度補正予
算である．総務省が公表している平成 24 年度補正予算
概要資料 （2）には，本施策について以下のように記され
ている．

震災や社会インフラの老朽化等を背景として，安 ㅤ
全・便利で活力ある暮らしの実現に ICT で寄与す
ることが期待されているところ．そこで，センサ
ネットワーク等を通じて収集等される多種多量な
データを利活用することにより，様々な社会的課題
の解決や経済の活性化へ貢献．

（独） 情報通信研究機構（NICT）の拠点に，多様な ㅤ
センサやデータセンターを設置し，リアルタイム
データの収集，分析等を行う環境を整備することに
より，防災・減災機能の強化，道路・橋・水道等の
社会インフラの維持・管理，農林水産，医療・健康，
交通・物流等の分野における新産業・雇用の創出等
に資する技術を実証するための施設を整備．

本稿では，補正予算成立以降 NICT において急ピッ

チで構築が進められているソーシャルビッグデータ利活
用技術の開発・実証施設，通称モバイルワイヤレステス
トベッド（以下，本テストベッド）の詳細や，この施設
を用いた技術実証等の計画について紹介する．今後の施
設の有効活用拡大の一助となれば幸いである．

2 モバイルワイヤレステスト
ベッドの概要

図 1 に本テストベッドの全体概略図を示す．本テス
トベッドは河川，橋梁，道路，建物等に多様なセンサを
配備し，有無線ネットワークを通して集めた多種多量の
データを大規模データセンターで高度分析することによ
り新たな価値を生み出し，「社会インフラの維持・管理」，

「防災・減災機能の強化」，そして「新産業・雇用の創出」
に資することを目的として設計・構築されており，この
上で様々な技術実証が行われる．

また，図 2 に本テストベッドの施設配置図を示す．本
テストベッドは，実フィールドに配備するセンサ，セン
サからデータを収集し各地方拠点等に伝送する有・無線
ネットワーク，地方拠点間を接続する基幹網としての
JGN-X，複数の地方拠点に分散配備される計算機分散拠
点設備やデータベース分散拠点設備，けいはんな地区の
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所（以下，
UCRI）に整備する大規模情報分析システム（M2M デー
タセンター）から構成される．本テストベッドを構成す
るこれらの技術基盤については第 3 章で詳しく紹介する．

図 3 には，本テストベッドをデータの流れの視点か
ら見た場合の技術構成を示す．本テストベッドの最大の
特徴は，

伝搬距離・消費電力等異なるニーズに対応した無線 ㅡ
通信技術と高速・高信頼伝送が可能な光通信技術を
統合して扱うことを可能とする実ネットワークレ
イヤ（センサレイヤ，ネットワークレイヤ）

ソーシャルビッグデータの 
利活用推進に向けた新たな取組み

久保田　実　Minoru Kubota	 （独） 情報通信研究機構経営企画部
蓑輪　　正　Tadashi Minowa	（独） 情報通信研究機構経営企画部
翁長　　久　Hisashi Onaga	 （独） 情報通信研究機構経営企画部
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図1　モバイルワイヤレステストベッドの全体概略図

図2　モバイルワイヤレステストベッド＋JGN-X施設配置図

図3　データの流れの視点から見たモバイルワイヤレステストベッドの技術構成
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IT リソースと NW リソースの仮想化とを一体的に ㅡ
扱い，大容量センサデータの伝送，分散蓄積・検索・
処理，ソーシャルデータとしての情報流通・配信を
支える ICT リソース制御レイヤ
多様な情報分析技術により多種多様なセンサ情報 ㅡ
からテキストなどで記述されたソーシャルデータ
まで分析できるデータ処理レイヤ

の全てを包含する構成にあり，用途に応じて，センサネッ
トワークと地方拠点間での効率的な情報収集技術，複数
のデータセンター間での分散処理技術，データ解析結果
をソーシャルデータと合わせた多様な情報分析技術など
を組み合せた，様々なスケールでの実証実験に対応可能
なテストベッドを目指している．

3 モバイルワイヤレステスト
ベッドの技術基盤

図 2 に示すとおり，本テストベッドは広範囲に分散し
て配備された施設であるが，以下の 3.1 ～ 3.5 節に示す
五つの基盤を組み合せた構成となっている．このうちワ
イヤレスセンサネットワークや最先端気象センシング情
報ネットワークは，センサやセンサから基幹ネットワー
クにデータを伝送するワイヤレス通信に重心を置いた実
証実験設備であり，大規模スマート ICT サービス基盤は
データ収集・伝送・処理に重心を置いた実証実験設備で
ある．一方，M2M データセンターは大量のデータを蓄
積し分析や可視化を行う設備であり，また，これらの全
ての基盤は JGN-X を介して接続され，高速でデータの
やり取りができる．図 1 にはこれら五つの基盤が俯瞰的
に示されているので確認されたい．テストベッドの利用
に当たっては，個々の基盤における技術実証はもちろん
のこと，複数の基盤を活用した技術実証も可能である．

3.1　ワイヤレスセンサネットワーク研究・実証基盤
NICT ワイヤレスネットワーク研究所において標準化実

績，開発実績のある国際無線通信規格「Wi-SUN」 （3）や，
公共ブロードバンド移動通信システム（以下，公共
BB） （4）等を駆使したワイヤレスセンサネットワークを構
築し，防災・減災機能の強化，社会インフラの維持・管理，
新産業・雇用の創出に資する研究や実証実験を実施する
ためのテストベッド基盤の整備を行う．具体的には，防
災／農業／交通／住宅用のセンサネットワークを，長期
設置可能で開発後も利用してもらうことが前提の実
フィールドに構築する（図 4）．フィールド実証設備は
NICT ワイヤレスネットワーク研究所のある横須賀付近に
配置されるが，一部の設備は近畿地方や北海道などにも
配置される（図 2）．また，高精度な UWB 測位技術を用
いた室内ナビゲーションシステム （5）， （6）や，NICT におい
て開発・実証を進めてきた NerveNet （7）の機能を活用し
たインフラに依存しない端末間通信ネットワーク設備の
実フィールド構築も実施する．

なお，使用機材は開発終了後すぐに技術移転すること
により販売可能になるよう，売値を考慮したシステム構
成を検討する．また，このテストベッド基盤は民間企業
や大学，自治体などにも開放する．

以下に，ここで活用する Wi-SUN と公共 BB の特徴
や導入事例を紹介する．
【Wi-SUN】

IEEE802.15.4g/4/4e に準拠し，省電力性，拡張性， ㅡ
柔軟性に富んだワイヤレスネットワーク規格
Wi-SUN アライアンスを通じ，現在 30 社以上の企 ㅡ
業がチップ，無線モジュールを販売
東京電力が構築予定のスマートメータ用無線機仕 ㅡ
様の一つとして採択

図4　ワイヤレスセンサネットワーク研究・実証基盤
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【公共 BB】
IEEE802.16n に準拠し，10 km の伝送距離を持 ㅡ
つ通信規格
警察庁が平成 24 年度より機器導入を開始 ㅡ

3.2　�大規模スマート ICTサービス基盤テストベッド
（JOSE）

温湿度の環境センサやカメラセンサなど広域に配
備された多種・大量のセンサから得られる観測データ
を，JGN-X の高速ネットワークで結ばれた計算機分
散拠点設備やデータベース分散拠点設備を用いてリア
ルタイムに処理・解析するサービスを実装しフィール
ド実証することが可能なテストベッド（JOSE：
Japan -w ide  Orches t ra t ed  Smar t /Sensor 
Environment）を整備し，大規模スマート ICT サー
ビス基盤技術としての確立を目指す．本サービス基盤
のシステム構成を図 5 に示す．本サービス基盤にお
いても幾つかのフィールド実証設備が用意され，映像
センサによる人流解析や，道路や橋梁の構造物モニタ
リングデータや都市域の環境モニタリングデータ等の
収集・解析を実施する予定である．

このサービス基盤には，PIAX（P2P Interactive 
Agent eXtensions） （8）等が実装され，膨大な数の端
末（各種センサやデバイス）が存在する分散データベー
スの環境において，スケーラブルかつ効率的にデータ
の検索・配信・収集を行うことが可能である．

3.3　M2Mデータセンター
急激なデータ流通量の変化（突然のバースト等），

内容の変化（イベント検知）といった M2M データの
特徴に対応できる大規模計算機拠点として，サーバ総

数約 430 台，ディスク総容量約 40 PByte 規模の，可
変性・拡張性の高い計算機（PC クラスタ）設備を，
けいはんな地区の UCRI に整備する．

M2M データセンターの役割： ㅡ
　–  環境データ等のセンシング情報を蓄積し，セン

サ情報とテキスト・音声などから成るソーシャ
ルデータと横断的に分析した上で，分かりやす
く可視化する．

実装する機能： ㅡ
　–  ワイヤレスセンサをはじめとした各種センサ情

報を，大規模スマート ICT サービス基盤を通じ
て収集し，格納する．

　–  センサ情報などだけでは分からない社会の動き
などを，時空間情報などを手掛かりにしてWeb
やSNS などの情報を組み合せながら横断的に
分析する．

特徴： ㅡ
　–  これまでの M2M では，センサ情報等を基に人

やものの動きや環境変化を分析してきたが，
UCRI が得意とするテキストや音声による情報
分析技術 （9）を組み合せて，社会の動きまで含め
て分析する．

3.4　JGN-Xの高度化
既存の新世代通信網テストベッド（JGN-X） （10）の

高機能化を図るため以下の整備を実施する．
北陸 ― 小金井間，東京 ― 大阪間の 100 Gbit/s 化． ㅡ
JGN-X 基幹ノードを中心に高機能ネットワーク ㅡ
ノード設備（100 Gbit/s 対応ネットワークスイッ
チ，10 か所），併せて東名阪の基幹ノード横にネッ
トワーク内処理を補強する高機能ストレージ設

図5　大規模スマート ICTサービス基盤テストベッド設備の構成
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備（4 サーバ，72 TByte ストレージ × 4 か所）を
設置．
高機能ネットワークノードには，プログラム制御可 ㅡ
能なネットワーク制御基盤を組み入れ，モバイル・
ワイヤレステストベッドから発生する多種多様な
トラヒックの効率的かつ安定的な処理に寄与する
実 践 的 な SDN （Software Defined Networking）
の研究開発，実装を促進．

3.5　最先端気象センシング情報ネットワーク
積乱雲の発生直前の晴天気流の変化を捉えるドップ

ラーライダと降水の三次元構造の変化を瞬時に捉える
フェーズドアレー気象レーダ（降雨レーダ） （11）， （12）の融
合システムを未来 ICT 研究所（兵庫県神戸市）及び沖
縄電磁波技術センター（沖縄県国頭郡恩納村）に設置し，
2012 年から大阪大学吹田キャンパスで稼動中の同型の
フェーズドアレー気象レーダ（降雨レーダ）とも合わせ
て，風と降雨の両面から極端気象現象の発達過程をモニ
タし，リアルタイムでの一般ユーザ向けデータ公開を行
う．更に，観測データを M2M データセンターで共有し，
ビッグデータ可視化技術とのコラボレーションや，ソー
シャルビッグデータとの横断的解析までも可能とする最
先端気象センシング情報ネットワークを構築する．

この最先端の観測技術と，データ処理・伝送・可視化・
情報分析技術のコラボレーションにより，ゲリラ豪雨，
竜巻，突風，水害などの早期警戒，被害軽減のための基
盤整備を，情報利活用ユーザとも連携しながら推進して
いく．

4 フィールド実証実験
本テストベッドを用いた種々なフィールド実証実験

（表 1）が，平成 25 年度末から開始されている．本章で
はこの中から 2 例をピックアップして紹介する．

4.1　農業用センサネットワーク実証実験
国際競争力の強化や世代を超えた農業技術の継承な

ど農業における様々な課題を，IT 先端技術を利用した
新たなアイデアにより解決したい．そのような目標の下

“ワイヤレスセンサネットワークによる農業管理・監視
システム”を 3.1 節で述べたワイヤレスセンサネット
ワーク研究・実証基盤中に構築し，その有効性と経済的
効果の検証を行う．

本システムは図 6 に示すようにスマートセンサプラッ
トホーム（以下，SPF）と専用のクラウドサーバ（M2M
クラウド基盤）にて構成され，ゲートウェイ機能を有す
る SPF とセンサ機能のみの簡易型 SPF がネットワーク

化され，コグニティブルータを用いて M2M クラウド基
盤との連携を実現する．SPF はセンサ部・センサプロー
ブ部，無線通信部及びプラットホーム部から構成される．
また，SPF は複数センサに対応し，M2M クラウド基盤
と連携することによりセンサのプラグ＆プレイが可能な
共通インタフェースを提供する．M2M クラウド基盤で
収集されたセンサデータとアプリケーションとの組合せ
により各種サービスへの展開が可能となる．

本システムを活用し，農業現場での各種リスク（温度・
湿度，病害虫・農薬，栽培計画・営農履歴，土壌）を管理・
対策することや，農業従事者と流通事業者との間で情報
を共有できるような農業用アプリケーションの基礎開発
を行う．また，整備される実証環境の実現性，有効性を検
証するために，実際の実業としてセンサデータを活用し
ている農業フィールドに本システムを展開し試験を行う．

4.2　映像センサによる人流解析
ICT 技術を駆使して様々なセンサ観測データをリアル

タイムに収集・処理することで，防災，医療などの分野
で必要とされる状況情報を導き出すビッグデータ解析技
術の確立を目標として，映像センサを用いた人の流動等
の把握と，その防災対策等への活用を検証するビッグ
データ解析技術実証実験環境を構築する．

具体的には，3.2 節で述べた大規模スマート ICT サー
ビス基盤の一部として，映像センサにより施設内の状況
を映像データとして取得し，特定の個人が識別できない
形に処理を行った後，処理後のデータを用いて，人の流
れや滞留の度合い等の時間ごと変化の集計や統計処理を
行う．この処理結果により，災害発生時における迅速か
つ適切な避難誘導等の安全対策検討への利用可能性につ
いて検証するとともに，解析技術の有効性確認や技術の
改善を行う．将来的に，大規模なデータ解析技術の活用
が望まれる幅広い分野への展開が期待される．

5 今後の課題と連携スキーム
第 4 章で紹介したように，本テストベッドにおいては，

様々な分野でのフィールド実証が始められているが，こ
れを社会的課題の解決や新サービスの創出等の貢献につ
なげるためには，まだ多くの山を越えなければならない．
例えば，構造物監視モニタリングをとってみても，正確
に漏れなく構造物を異常検知し，更には異常の程度や原
因の推定までも自動的・効率的に行うためには，計測技
術の向上，事例の大幅な拡大，数値解析技術，異常発生
メカニズムの理論的検討など多くの課題がある．また，
視点を少し変えれば，データ中の個人情報の扱い，デー
タ共有・公開ポリシーの定め方，あるいは多種多様でス
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表1　モバイルワイヤレステストベッドを活用したフィールド実証実験の計画
番号 課題名 目的，内容など センサの諸元

①
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
・
管
理

1 構造物・路面監視セ
ンサ活用実証実験

構造物や路面状態の見える化と異常検知技術の検証を目的として以
下を実施．
　（1）橋梁に振動センサ等を設置しモニタリング
　（2）プローブカーによる路面モニタリング

（1） 加速度センサ，温度・湿度センサを橋梁に設置（屋
外：75 式）．加速度，温度，湿度，時刻

（2） プローブカーに加速度センサと位置情報センサ
を取り付け（車体：3 式）．加速度，位置情報，
時刻

2
構造物監視モニタリ
ング実証実験（橋梁・
建築物等）

（1） 構造物に設置したセンサと通信機器の間で，920 MHz 通信状
況を検証するため，複数箇所で連続通信実験を行い，データの
欠損状況等の確認を実施する．また，計測した振動データと算
出済みの固有振動数を使用し，構造物の異常監視を行う．

（2） 計測した振動データから固有振動数等を算出し，構造物の異常
監視を行う．

（3） 計測した振動データから固有振動数等を算出し，構造物の異常
監視を行う．

（4） 計測した振動データから固有振動数等を算出し，構造物の異常
監視を行う．

（1） 橋桁中央及び端部に加速度センサを設置（屋外：
4 式）．加速度，温度，設置位置，時刻

（2） 橋桁中央及び端部に加速度センサを設置（屋外：
12 式）．加速度，温度，設置位置，時刻

（3） 構造物の下層，中層，上層に加速度センサを設置（屋
内：7 式）．加速度，温度，設置位置，時刻

（4） 構造物の下層，中層，上層に加速度センサを設置（屋
内：7 式）．加速度，温度，設置位置，時刻

3 交通関連実証試験装
置

センサで，交通情報，車両情報（画像，車番，車速）を収集し，収
集したデータを蓄積・検索・照合・分析することにより，公共・公
益サービスまたは民間で利用できるアプリケーションを開発．

画像，車番，車速検知センサ，画像装置．

4
住宅におけるエネル
ギーマネージメント
実証試験装置

各戸建に太陽光発電設備，発電量管理 / マネージ機構を具備させ，
家庭内容電力消費量，蓄電量に合わせ電力供給方法を制御する．

充放電制御センサ，（発電量監視センサ，分電盤用電
気使用量監視センサ．

②
防
災
・
減
災
機
能
の
強
化

1

環境情報センシング
実証実験（ヒートア
イランド現象の解析
等）

都市部における環境情報を収集し，都市型災害の一つであるヒート
アイランド現象を例に，環境の変化を迅速に把握するために，当該
エリアの現象の実態を継続的，定量的にデータ収集・解析する．収
集したデータは GIS データと連携し，海陸風や建造物による影響と
関連付けて，ヒートアイランド強度を明らかにし，より良い都市生
活環境の実現に資することを目的に環境情報の見える化等を行う．

庁舎，学校，そのほか公共施設の屋上等に，簡易設
置型外付け無線環境センサ（温湿度，風向，風速，
気圧，降水，CO2，日射，赤外放射，放射能等）装
置を 25 式設置（屋外）．

2
河川監視センサネッ
トワークシステム実
証実験

水位計，雨量計などのセンサ情報を 920 MHz 無線マルチホップを
使用して収集し，河川モデル，降雨量予測・水位予測などの知識を
組み合わせたビッグデータ処理により，水位予測含めた河川水位の
見える化と水門開閉バランスの最適制御に関わる判断情報及び避難
誘導情報を配信するシステムの開発とその実証を行う．

千曲川の支流の沢山川に流れ込む河川にある水門に
水位計を設置沢山川上流域に雨量計と無線機を設置．
水位データ，雨量データ，設置位置，時刻

3 防災用実証試験装置
1（鉄道用防災）

鉄道路線のトンネル出口付近の土砂崩れ等防止するためにセンサを
設置して監視を行うとともに分析の結果により , 予測等を行う．

ワイヤセンサ，タフセンサ，転倒センサ，監視カメラ , 
雨量計等を屋外に設置．

4 防災用実証試験装置
2（河川監視）

河川の氾濫等防止するためにセンサを設置して監視を行うとともに
分析の結果により , 予測等を行う． 映像カメラ（河川氾濫監視用）．

5 端末間通信システム
インフラに依存しない端末間非同期分散制御ネットワーク．平常時
の端末間の情報配信や，災害時に端末間のネットワーク形成・緊急
通信など．

バス停やバス内，その他公共施設に，無線通信やデ
ジタルサイネージ用端末を数十個設置．

6 映像センサによる人
流解析

顔・モノの認識，識別機能を持つ映像センサを用いて，大規模複合
施設内の人流・滞留状況を把握．結果を施設監視者に提供し，災害
発生時等における安全対策検討への利用可能性を検証．

・映像センサを設置（約 90 台）．

7

フェーズドアレー気
象レーダ・ドップ
ラーライダ融合シス
テム

降水が発生する直前の気流から雲が形成されて豪雨となるまでの全
プロセスを 3 次元空間情報としてリルタイムに把握するシステムを
構築し，気象予報関係機関，研究期間，自治体等と連携して実証的
研究開発を行う．

・ 20 m 鉄塔にフェーズドアレー気象レーダ，ドップ
ラーライダなどを設置（屋外）．

・ 降水をターゲットとした反射強度，ドップラー速
度など（半径 60 km 円内 100 m 間隔の 3 次元デー
タを 30 秒間隔）．

・ 微小粒子をターゲットとしたドップラー速度，反
射強度（距離 10 km 以内 200 m 間隔で数秒間隔）．

③
農
業

1 農業用実証試験装置 農地に，各種センサを取り付け，農業現場での各種リスク（温度・
湿度，病害虫・農薬，栽培計画・営農履歴，土壌）を管理・対策． 温度，湿度，日射量，土壌温度，土壌水分用センサ．

④
新
産
業
・
雇
用
の
創
出

1
多眼映像センサ（超
臨場感テレワーク実
証実験）

あたかも一緒に働いている感のあるテレワークシステムの実証実
験．オフィス俯瞰映像や対話相手映像を，複数の多眼映像センサモ
ジュールを用いてリアルタイムに伝送するシステムを構築し，実際
のテレワークや会議をコンテンツとしてシステムの性能や有用性を
検証する．

NICT けいはんな，NICT 小金井に実験オフィスを
構築し，多眼映像センサ（8 台）以外にも，カメラ，
マイク，ディスプレイ，スピーカ，コミュニケーショ
ン用端末などを設置．多眼映像ストリーム，同映像
から得られる人物検出データ（人数，人物位置，在
席情報），時刻

2

スマートフォンセン
サネットワークの
HEMS への適用可
能性検討

・ 複数測位（IMES，WiFi，自律航法）の組み合わせによる測位精
度の分析実験を実施し，屋内の測位精度の向上を図る．

・ 位置情報の経時変化量，及び加速度センサの情報を加味した混雑
度推定精度の分析実験を実施し，混雑度推定のための測位頻度の
適正化を図るため，最適測定頻度の検討を実施．

・ 各種センサを搭載したスマートフォン 100 台を試
験者 100 名が携行（屋内，屋外）．

・温湿度基準局 20 台を都度設置（屋内，屋外）．
・ 位置基準局（IMES 基地局 20 台，WiFi 基地局 20

台）を都度設置（屋内，天井設置または床設置）．

3

スマートフォンセン
サネットワークの人
流分析への適用可能
性検討

・ 複数測位（IMES，WiFi，自律航法）の組み合わせによる測位精
度の分析実験を実施し，屋内の測位精度の向上を図る．

・ 位置情報の経時変化量，及び加速度センサの情報を加味した混雑
度推定精度の分析実験を実施し，混雑度推定のための測位頻度の
適正化を図るため，最適測定頻度の検討を実施．

・ 各種センサを搭載したスマートフォン 100 台を試
験者 100 名が携行（屋内，屋外）．

・ 位置基準局（IMES 基地局 20 台，WiFi 基地局 20
台）を都度設置（屋内，天井設置または床設置）．

4 室内ナビシステム （1）ユーザのいる場所に基づく決裁，情報配信．
（2）倉庫における物流，所在の自動管理． 屋内の固定構造物上数十個設置．
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ケールも様々なセンサネットワークに対応できるセキュ
リティ技術などの課題もある．これらの，どの例をとっ
てみても一筋縄ではいかない．課題をクリアしていくた
めには，様々な異業種間，省庁間の連携に基づく根気強
い技術開発・実証が必要である．NICT では以下に述べ
る委託研究スキームを活用した連携研究を実施する．ま
た，様々な異業種間，省庁間の連携の場としての協議会
の発足を検討している．

5.1　委託研究スキームによる連携の拡大
NICT は平成 26 年度より，委託研究「ソーシャルビッ

グデータ利活用・基盤技術の研究開発」を公募により実
施する （13）．この委託研究は公共性を有する「ビッグデー
タ」を「ソーシャルビッグデータ」と位置付け，ソーシャ
ルビッグデータの利活用の促進，サイバーフィジカルシ
ステム，M2M，IoT とも呼ばれるシステム・サービス
の実現・普及に貢献するため，入手可能な「ビッグデー
タ」を積極的に活用しつつ，実用化を意識した研究開発，

実証実験を実施し，必要な技術を確立するとともに，制
度的な課題についても検証を行い，「ソーシャルビッグ
データ」の利活用の促進について，有用性や有効性，今
後必要な取組み等を内外に示すことを目的とする．この
委託研究には，以下の三つの課題が設定されており，そ
れぞれの研究フェーズと予算規模は表 2 のとおりであ
る．

課題Ａ　�ソーシャル・ビッグデータ利活用アプリケー
ションの研究開発：

機構が有するモバイルワイヤレステストベッド等を
活用し，ソーシャルビッグデータを利活用したアプリ
ケーションを開発するとともに，実際に取得できるデー
タを用いた実証実験を実施する．

課題Ｂ　�新たなソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤
技術の研究開発：

モバイルワイヤレステストベッドに新たな機能や設

図6　ワイヤレスセンサネットワーク実証試験設備（農業用実証試験装置）

表2　委託研究各課題の研究開発フェーズ及び予算計画（平成27年度以降は予定）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

課題A：
ソーシャル・ビッグデータ利活
用アプリケーションの研究開発 （188百万円） （177百万円） （166百万円） （156百万円）

課題B：
新たなソーシャル・ビッグデー
タ利活用・基盤技術の研究開発	 （327百万円） （307百万円） （289百万円） （272百万円）

課題C：
ソーシャル・ビッグデータの利
活用に適した暗号技術の実装評
価及び活用に関する研究開発 （30百万円） （28百万円） （26百万円）

研究開発フェーズ 延長審査の為の
中間評価

延長審査の為の
中間評価

最終実証フェーズ

研究開発フェーズ 最終実証フェーズ

研究開発

初期実証実験 ▲　　  ▲

初期実証実験 ▲　　  ▲
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備等を付加することにより，テストベッド稼動時には想
定していない，ソーシャルビッグデータに関する新たな
サービスの実現を目指し必要な要素技術の研究開発を行
うとともに，実証デモシステムを開発し，実用化を意識
した実証実験を行う．

課題Ｃ　�ソーシャル・ビッグデータの利活用に適した暗
号技術の実装評価及び活用に関する研究開発：

センサ等リソースの限られた環境に実装可能な軽量
暗号について，機構が指定する暗号アルゴリズムに関し
て，実装性能の評価・比較を行い，ソーシャルビッグデー
タの利活用に適した暗号技術を確立するための研究開発
を行う．

6 おわりに～ソーシャルビッグデー
タ利活用技術の発展のために

平成 24 年度補正予算によって構築されたモバイルワ
イヤレステストベッドの全容と，その利活用のための計
画を紹介した．本稿は，まだ本テストベッド構築半ばで
実験も始まっていない平成 25 年 12 月に執筆している
が，記事が出版される平成 26 年 6 月頃には，フィール
ド実証や委託研究も本格化していることと思う．

ソーシャルビッグデータ利活用技術が発展するため
には，情報利活用ユーザも巻き込んだ連携の促進や，個
人情報や情報セキュリティを守りつつうまくデータを共
通し利活用できる枠組み作りも重要なポイントである．

本テストベッドを介した研究連携が，大きなうねりと
なり，ソーシャルビッグデータを用いた新たな価値創造
が実現するべく努力を続けたい．
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1 はじめに
橋梁やトンネルなどの構造物の老朽化や森林火災，農場

の土壌品質などの監視にマルチホップ無線センサネット
ワーク（MWSN（Multi-hop Wireless Sensor Network））
の利用が期待されている．このような監視は，従来，専門
的な知識を有する作業者によって橋梁の老朽化を確認す
るなど，現地に作業者が赴き異常が検知されることが多
かった．また，森林火災が発生した際，周辺住民が気付
くまで火災発生を検知できないなど，異常の検知に時間を
要してしまう場合があった．MWSN を利用することで，
無人で構造物の老朽化や農場の土壌品質を常時監視し，
異常時には遠隔の監視者へ迅速に通知できる．以上のよ
うに，MWSN の導入により人的コストの低減や，異常検
知までの時間の短縮が期待できる．

MWSN は大量に配置した小形センサノードを使い，実
世界の情報を無線で収集するシステム（Smart Dust （1））
として，1999 年にその概念が提唱された．その後，デバ
イスの小形化や省電力化，通信技術の高度化などにより
MWSN は発展を遂げ，現在，構造物や森林の監視を含
めた様々なアプリケーションへの適用が期待されている．

典型的な MWSN はセンサノード，中継ノード，シン
クノードから構成される（図 1）．各ノードは ZigBee
や Z-Wave ＊ 1 などの短距離無線通信デバイスを備える．
センサノードは橋梁の加速度や森林の温度などの情報を
センシングし，センシングした情報（センシング情報）
をシンクノードへ送信する．センサノードとシンクノー
ドが無線通信範囲内に位置する場合，直接送信（シング
ルホップ）する．互いのノードが無線通信範囲内に位置
しない場合，センサノードはバケツリレーのように中継
ノードを経由してマルチホップでシンクノードへ送信す

＊1	 ZigBee	（2），Z-Wave	（3）：通信距離が数十mと短く，転
送速度は低速であるが，省電力かつ自律分散的に通
信経路を構築できるといった特徴を持つ通信規格であ
る．マルチホップ無線センサネットワーク（MWSN）
に適した通信規格である．

る．これより，シンクノードは無線通信範囲外に位置す
るセンサノードからもセンシング情報を収集できる．

収集したセンシング情報を使って異常を検知するため
には，センシング情報を解析する必要がある．この解析
は処理能力の高いサーバにて行われる場合が多く，シン
クノードは収集したセンシング情報をサーバへ送信する．
その際の通信手段には，3G（第 3 世代の携帯電話回線）
や WiMAX（Worldwide Interoperabil i ty for 
Microwave Access），インターネット回線などが利用さ
れる．構造物や森林など常時給電が難しい場所に設置さ
れるセンサノードと中継ノードは一般に電池駆動であり，
電池が切れるとセンシングデータを収集できなくなる．
シンクノードは常時給電されている場合が多い．

MWSN の監視対象や監視者の要求により，ノード間
の無線リンク品質やセンサノードとシンクノード間の通
信経路の冗長度など，MWSN への要求品質は決定され
る．無線リンク品質はノード間の通信品質の指標であり，
この品質が高いほど，安定した通信が期待できる．無線
リンク品質として受信信号強度や SN 比（Signal to 
Noise Ratio），通信遅延などが用いられる．一般的にノー
ド間の距離が近いほど受信信号強度や SN 比，通信遅延
は改善され，無線リンク品質は向上する．冗長度はセン

センサノード 
設置支援ツールの開発

西村康孝　Yasutaka Nishimura	（株） KDDI 研究所
吉田将也　Masaya Yoshida	 （株） KDDI 研究所
吉原貴仁　Kiyohito Yoshihara	 （株） KDDI 研究所

解 説

図1　マルチホップ無線センサネットワークの構成例
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サノードとシンクノード間において，同じ中継ノードを
含まない通信経路の本数とする．図 2 の 3 種類のネッ
トワークトポロジー＊ 2 を用い，冗長度の例を示す．図 2

（a），（b）はそれぞれ冗長度 1，2 である．図 2（c）は
通信経路が 2 本であるが，2 本の通信経路は同じ中継
ノードを含むため，冗長度は 1 となる．冗長度が 1 の
場合，通信経路上の中継ノードのうち 1 個でも故障し
たり電池が切れたりしてしまうと，センシングデータが
収集できなくなってしまう．一方，冗長度を 2 以上に
することで中継ノードの故障や電池切れが発生した場合
でも，ほかの通信経路を利用できる場合はセンシング
データを継続して収集できる．高い無線リンク品質や大
きい冗長度を確保できれば，センシングデータを安定し
て収集できるようになるが，必要な中継ノード数が増加
する．

森林火災の監視では，火災発生を即座に検知できるこ
とが重要である．多少中継ノードが故障したり，電池が
切れたりしても，センシングデータを安定して収集でき
る必要がある．そのため，高い無線リンク品質と大きい
冗長度を要求することが考えられる．一方，農場の土壌
品質の監視では，土壌品質の変化を数日後に確認するな
ど，森林火災と比較してセンシングデータ収集までの遅
延を許容できる場合が多い．この場合，むしろハードウェ
アコストの低減が優先されることが多い．そのため，最
低限の無線通信品質や冗長度を要求することが考えられ
る．

このように監視対象に応じた要求品質があり，要求品
質を満たす MWSN の構築が重要かつ必須である．その
際に生じるノード設置作業者の人的コスト（設置作業時

＊2	 ネットワークトポロジー：グラフ理論を活用し，ノー
ドを接点，無線リンクを枝として表現した図である．
ネットワークトポロジーを用いることで，ネットワー
クを構成するノードや，どのノード間で無線リンクが
接続されているのかを把握できる．

間）や設置するノードのハードウェアコスト（個数）の
低減が課題である．これらのコストを低減するため，コ
ンピュータシミュレーションによりノードの設置位置を
事前に計算して決定する方法 （4） ～ （7）が従来ある．しかし
ながら，コンピュータシミュレーションでは理想的な無
線伝搬環境を想定している．このため，実環境の建物や
壁などの無線伝搬に影響を与える要因により，計算で決
定した位置に設置したのでは要求品質を必ずしも確保で
きなかった．結果として，設置位置の調整やノードの再
設置により設置作業時間が延長してしまう課題があった．

そこで本稿では，スマートフォンなどのユーザ端末を
使って無線リンク品質や冗長度を設置作業時に常時測定
するノード設置支援ツールの開発について解説する．測
定した無線リンク品質と冗長度を表示することで，ノー
ド設置作業者による短時間かつ低いハードウェアコスト
での MWSN の構築を支援する．ツールをスマートフォ
ン用アプリケーションとして実装し，本ツールを使った
評価実験について報告する．

以下，2 章で今回対象とするノード設置の前提条件と
解決すべき問題を整理する．3章で関連研究を紹介する．
4章でセンサノード設置支援ツールの開発について説明
し，5章でツールの実装概要を述べる．6章で実装した
ツールを用いた実験結果を報告し，7章でまとめとする．

2 問題設定
2.1　前提条件

監視対象により，センサノードの設置位置は，設置前
に未定の場合と決定されている場合がある．センサノー
ドの設置位置が未定の場合の例として森林火災の監視が
ある．監視対象領域内に同程度の密度で温度センサノー
ドを設置すれば十分である （8）．センサノードの設置位置
が決定されている場合の例として，橋梁の老朽化の監視
がある．橋梁の形状に基づいて振動の大きい位置を事前
に把握し，その位置に加速度センサノードを設置する．
本稿では後者を対象とする．シンクノードは常時給電さ
れ，インターネット回線と接続されることが多いため，
その設置位置も決まっている場合が多い．本稿ではシン
クノードの設置位置は設置前に決まっている場合を対象
とする．

設置するシンクノード，センサノードの個数は事前に
決定されているものとする．簡単のため，以降では，シ
ンクノードとセンサノードの個数をそれぞれ 1 個，複
数個とする．

無線リンク品質や冗長度などの MWSN への要求品質
はノード設置前に監視者により与えられているものと
する．

図	2　	通信経路の冗長度の例．（a）通信経路1本のため冗
長度1．（b）通信経路2本で同じ中継ノードを含ま
ないため冗長度2．（c）通信経路2本で同じ中継ノー
ドを含むため冗長度1．
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2.2　解決すべき問題
要求品質を満たす MWSN を構築する際のコストを低

減する．具体的には，ノードの設置に必要な作業時間の
短縮や，構築に要する中継ノード数の低減を図る．

3 関連研究
要求品質を満たす MWSN を構築するため，中継ノー

ドの 最 適 な 設 置 位 置 を 算 出 する問 題 は NP（Non-
deterministic Polynomial time）困難として知られてい
る （9） ～ （11）．そのため，中継ノードの最適な設置位置を効
率良く算出する方法は見付かっていない．そこで，ヒュー
リスティックな方法を用いたコンピュータシミュレー
ションを通して，中継ノードの準最適な設置位置を現実
的な時間内で求める研究 （4） ～ （7）が多くある．コンピュー
タシミュレーションでは理想的な無線伝搬環境を想定し
ている．一方，実環境では建物や壁などの障害物による
遮蔽や反射，その場所に導入済みのほかのシステムとの
電波干渉などの影響がある．これらの影響により，計算
で決定した位置に設置したのでは要求品質を確保できな
い場合があった．結果として設置位置の調整やノードの
再設置により設置作業時間が延長してしまう．このよう
な実環境の影響をモデル化してコンピュータシミュレー
ションに取り入れる方法が考えられる．しかしながら，
MWSN を構築するたびにその場所の環境情報をモデル
化するためのコストは甚大であり，現実的ではなかった．

コンピュータシミュレーションの代わりに，PCのディ
スプレイを通して，設置済みノードが構成する MWSN
のネットワークトポロジーを可視化する MoteView （12）

がある．ネットワークトポロジーを可視化することによ
り，設置作業時間の短縮を図る．しかしながら，設置作
業中に PC を携帯しながら同時に閲覧することは困難な
場合がある．筆者らは地下トンネル内に MWSN を構築
したことがある．この際，PC を片手で操作しながら，
もう一方の手で手すりをつかみ階段を上下する必要に迫
られ，安全確保に苦労した．また，MoteView には要
求品質を満たすために不要な中継ノードを特定する機能
はない．

4 センサノード設置支援ツールの開発
要求品質を満たす MWSN を構築する際のノード設置

作業を支援する．そのため，スマートフォンなどのユー
ザ端末上で動作し，無線リンク品質や冗長度などを測定，
表示するツールを開発する．

4.1　基本方針
ノードの設置作業時間を短縮するため，無線リンク ㅡ
品質と冗長度を設置時に常時測定し，ノード設置作
業者へ表示する．
ノードコスト抑制のため，ノード設置作業が終了し ㅡ
た後，要求品質を満たすために不要な中継ノード

（冗長中継ノード）の有無を判定する．判定結果は
ノード設置作業者へ表示する．

以降，4.2 節で無線リンク品質の測定について，4.3
節で冗長度の測定についてそれぞれ説明する．4.4 節で
冗長中継ノードの特定について述べる．4.5 節でノード
設置作業者の手順を，4.6 節でツールの処理手順をそれ
ぞれ示す．

4.2　無線リンク品質の測定
ツールは自身の短距離無線範囲内に位置する設置済

みノードとの通信により無線リンク品質を測定する（図
3）．無線リンク品質はテストパケットを使った受信成
功率に基づいて測定する．テストパケットを一定間隔で
複数回送信し，その際の受信成功率を使って無線リンク
品質を表現する．無線リンク品質は，携帯電話のアンテ
ナバーのように数段階のレベルで表現する．

このようにして測定した無線リンク品質は，その場所
にノードを実際に設置した場合に，そのノードが得るこ
とが期待される無線リンク品質を示す．そのため，無線
リンク品質は，ノード設置作業者にとってその場所に
ノードを設置すべきか否かの判断材料となる．

4.3　冗長度の測定
まず設置済みノードが構成する MWSN のネットワー

クトポロジーを測定する．ネットワークトポロジーは，
例えば，ツールとノード間で制御パケットを交換するこ
とで測定できる （13）．

図3　	ツールと設置済みノードとの通信のイメージ．ツー
ルは設置済みノードとの通信を通し，無線リンク品
質やネットワークトポロジーを測定．



Technology Reviews and Reports解 説

42 通信ソサイエティマガジン　No.29  夏号 2014

次に測定したネットワークトポロジーを使い，各セン
サノードからシンクノードまでの通信経路のうち，同じ
中継ノードを含まない通信経路の本数を求める．求めた
通信経路の本数を各センサノードの冗長度とする．具体
的には，まず，ダイクストラ法などによりセンサノード
とシンクノード間の最短経路を算出する．次に最短経路
に含まれる中継ノードをネットワークトポロジーから削
除し，削除した後のネットワークトポロジーから再度最
短経路を算出する．最短経路が得られなくなるまで同様
の手順を繰返し，得られた経路の本数を冗長度とする．

4.4　冗長中継ノードの特定
測定したネットワークトポロジーを使い，冗長中継

ノードを特定する．処理の概要として，まず設置済みの
各中継ノードを削除した場合のネットワークトポロジー
を算出する．次に，そのネットワークトポロジーが要求
されている冗長度を満たしているかどうかを確認するこ
とで，冗長中継ノードを特定する．

具体的な処理手順を説明する．設置済みの中継ノード
の個数を n とする．まず，任意の中継ノード i を削除し
た場合のネットワークトポロジーを算出する．次に，算
出したネットワークトポロジーが要求された冗長度を満
たしているかどうかを確認する．満たす場合は冗長中継
ノードの撤去パターンとして記録する．続いて，任意の
2 個以上の中継ノードの組合せについて，同様の処理を
実施し，冗長中継ノードの撤去パターンを求める．

撤去パターンが 1 個も得られない場合，冗長中継ノー
ドはないと判定する．撤去パターンが 1 個得られた場合，
そのパターンに含まれる中継ノードを不要と判定する．複
数得られた場合，最も多い中継ノードを撤去できるパター
ンを採用する．同一の中継ノードの個数を持つ撤去パター
ンが複数あった場合はその中からランダムで決定する．

図 4 を用いて処理の具体例を説明する．要求された冗
長度を 1 とする．図 4（a）を測定したネットワークトポ
ロジーとする．中継ノード 1，2，3 をそれぞれ削除した
際のネットワークトポロジーを図 4（b），（c），（d）に示
す．中継ノード 1，あるいは 2 を削除した場合，冗長度
は 1 に保たれているので，この 2 通りを撤去パターンと
して記録する．一方，中継ノード 3 を削除してしまうと，
センサノードとシンクノード間の通信経路がなくなり（冗
長度 0），要求品質を満たせなくなる．任意の 2 個以上の
中継ノードの組合せを削除した場合，同様に要求品質を
満たせないことを確認する．記録した2通りの撤去パター
ンが含む中継ノードの個数は両方とも 1 個である．その
ため，中継ノード 1，あるいは 2 を撤去するパターンの
うちどちらか一方をランダムで採用し，採用された撤去
パターンが含む中継ノードを冗長中継ノードとする．

4.5　ノード設置作業者のノード設置手順
シンクノードを最初に設置する場合を例として，ツー

ルを用いたノード設置手順を述べる．必要な無線リンク
品質のしきい値と冗長度の値を事前にツールへ設定す
る．設定方法として，無線リンク品質と冗長度のレベル
選択がある．例えば，無線通信品質について，受信成功
率 100％を高レベル，80％以上 100％未満を中レベル，
60％以上 80％未満を低レベルと表現する．また，冗長
度について，冗長度 3 を高レベル，2 を中レベル，1 を
低レベルと表現する．ノード設置作業者は，橋梁の老朽
化の監視で異常を早期検知したい場合，しきい値と冗長
度としてそれぞれ高レベルを選択する．

要求品質を設定した後，まずシンクノードを設置し，シ
ンクノードの電源をオンにする．次に，センサノードの設
置位置へ移動を開始する．移動中，ツールに表示される
無線リンク品質を確認する．設置位置へ到着する前に無
線リンク品質がしきい値未満となった場合，移動してきた
経路を後戻りし，無線リンク品質がしきい値以上になる
位置へ移動する．その場所に中継ノードを設置し，電源
をオンにする．続いて，センサノードの設置位置への移
動を再開する．これをセンサノードの設置位置に到達す
るまで繰り返す．センサノードの設置位置へ到達した際，
センサノードを設置し，センサノードの電源をオンにする．

設置するセンサノードが複数の場合，次のセンサノー
ドに対して，その設置位置への移動を開始し，無線リン
ク品質の表示に基づき，必要に応じて中継ノードを設置
する．設置位置へ到達した際にセンサノードを設置する．
このようにして全てのセンサノードの設置が終了した
後，ツールへセンサノード設置の終了を伝える．

センサノードの設置が終了した後，ツールの表示を通
し冗長中継ノードの有無を確認する．冗長中継ノードが
存在する場合はそれを撤去する．冗長度が不足している

図4　冗長中継ノードの特定の具体例
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場合，中継ノードを追加で設置する．

4.6　ノード設置支援ツールの処理手順
ツールの処理手順を図 5 に示す．ノード設置作業者

による設定を通し，必要な無線リンク品質のしきい値と
冗長度の値を取得する．設置済みのノードとの無線リン
ク品質を測定する（4.2 節）．設置済みのノードが構成
する MWSN のネットワークトポロジーを測定する．設
置済みの各センサノードとシンクノード間の冗長度を計
算する（4.3 節）．無線リンク品質とネットワークトポ
ロジーを表示する．ノード設置作業者から終了合図を受
けていない場合，（2） ～ （5）の処理を繰り返す．

終了合図を受けた場合，必要な冗長度を満たしている
かどうかを判定する（4.4 節）．満たしている場合，冗
長中継ノードの有無をノード設置作業者へ表示し，処理
を終了する．

5 ノード設置支援ツールの実装
ツ ー ル を Windows Mobile 6.5.3 OS（Operating 

System）を対象としたスマートフォン用アプリケーショ
ンとして実装した．図 6 にツールの写真を示す．セン
サノード，中継ノード，シンクノードは TinyOS＊ 3 ベー
ス の ZigBee が 搭 載 さ れ た Crossbow 製 MicaZ 
motes （14）を用いて実装した．スマートフォンがノード
との通信により無線リンク品質や冗長度を測定できるよ
うにするため，MIB520 （15）を介してスマートフォンと

＊3	 TinyOS：センサノードなどの処理能力が低い小型機
器用に作られたオープンソースのOSである．

MicaZ を接続した．MIB520 は USB インタフェースを
備えており，スマートフォンと MIB520 を USB で接続
できる．MicaZ の無線通信範囲は環境により約 15 ～
50 m の範囲で変動する．

ノード設置作業者が現地でツールを使う際，ノード設
置作業者の移動に応じて，その位置での無線リンク品質
や冗長度を常時更新して表示する必要がある．そのため，
スマートフォンの CPU にて図 5（2） 〜 （5）の処理を 1
秒間隔で実行するようにした．無線リンク品質を測定す
るため，テストパケットを 10 回送信し，その際の受信
成功率を測定する．受信成功率が P（0 ≦ P ≦ 1）の場合，
ゲージの本数は P ＊ 5 の小数を切り捨てた値とした．
例えば受信成功率 P が 0.7 の場合，ゲージの本数は 3

図5　ノード設置支援ツールの処理手順

図6　ノード設置支援ツールの写真

図7　	ノード設置支援ツールの無線リンク品質の表示例．
測定した無線リンク品質が3の場合．

図8　	ノード設置支援ツールの冗長度の表示例．測定した
ネットワークトポロジー．センサノード2個の冗長
度がそれぞれ1の場合．
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本となる（図 7）．テストパケットの送信間隔は 70 ms
間隔とした．この間隔はテストパケットの送信時間（数
ms）に対して十分広いため，複数ノード間のテストパ
ケットの衝突が抑制できる．残りの時間で冗長度の計算
を実施する．

冗長度とネットワークトポロジーの表示画面例を図 8
に示す．冗長度はセンサノードの右側に数値で表示され
ている．ノード数が多い場合は，ノード数に応じて表示
サイズを調整し，全てのノードを一覧できるようにした．

6 実験評価
6.1　実験条件

実装したツールを用いた実験を通して，ツールの有効
性を評価した．実験は図 9 に示す農場で実施した．農
場の中央に作業小屋があり，作業小屋内には常時供給さ
れる電源とインターネット回線がある．そのため，シン
クノードはこの作業小屋内に設置される．

次の二つの実験シナリオを実施した．両シナリオに共
通する要求品質として，冗長度を低レベル（冗長度 1），
無線リンク品質のしきい値を低レベル（受信成功率
60％以上 80％未満）とした．
● シナリオ 1
Ø�作業小屋から 300 m 離れた 1 地点の土壌品質を監

視するため，1 個のセンサノードを設置する．
Ø シンクノード，中継ノード，センサノードは一直

線に設置する．
● シナリオ 2
Ø 図 9 の A，B，C 地点の 3 か所の土壌品質を監視す

るため，センサノード A，B，C をそれぞれ設置する．
Ø A，B，C 地点はそれぞれ作業小屋から南西へ

100 m，北西へ 150 m，北へ 300 m に位置する．
既存手法 （4）との比較を通じてツールの有効性を評価

する．既存手法ではシンクノードからセンサノードへ向
かい，ノード設置作業者がセンサノードの設置位置へ到
着するまで 15 m 間隔で中継ノードを設置する．設置終
了後に無線リンク品質が不十分である場合，追加の中継
ノードを設置する．

6.2　実験結果
各設置方法，シナリオにおける設置作業時間と中継

ノード数の実験結果を表 1 に示す．また，シナリオ 2 に
おいて，ツールを使った場合の中継ノードとセンサノー
ドの設置位置を図 9 に示す．中継ノード内の数字は設置
した順番を，赤色の矢印は歩行経路をそれぞれ示す．

ツールを用いた場合，設置作業時間と中継ノードの個
数を低減できていることが分かる．シナリオ 2 におい

てセンサノードの個数が 3 個に増えた場合でも，ツー
ルが有効であることを示している．

図 9 の中継ノードの設置場所を見ると，ノード間の距
離は一定でないことが分かる．特に中継ノード 3，4，5，
6 が比較的近い距離に設置されている．実験後，これらの
中継ノードを設置した位置周辺は高低差があり，少しの
距離離れただけでも無線リンク品質が低下することを確
認した．そのため，必要な無線リンク品質を確保するため
には，近い距離に中継ノードを設置する必要があった．

必要な無線リンク品質や冗長度などの要求品質を満
たす MWSN を構築する際，ツールは中継ノードの設置
位置の最適解を与えるものではない．しかしながら，地
面の高低差のような無線伝搬に影響を与える要因があっ
ても，実験結果のとおり，要求品質を満たす MWSN の
構築を支援できるため，ツールは実用的と言える．

7 まとめ
構造物や環境情報などの監視にマルチホップ無線セ

ンサネットワーク（MWSN）の利用が期待されている．
MWSN では，複数のセンサノードが検知したセンシン
グデータは，中継ノードを経由してシンクノードに集め
られる．モニタリング対象に応じて，ノード間の無線リ
ンク品質やセンサノードとシンクノード間の冗長度など

図9　	実験場所の写真とシナリオ2のノード設置結果．作
業小屋にシンクノード設置．A，B，C地点にセンサ
ノード設置．中継ノード6個設置．

表1　	実験結果．シナリオ1，2におけるツールと既存手
法	（4）それぞれの設置作業時間と設置した中継ノード
数の比較．

実験シナリオ 設置方法 設置作業
時間（分） 中継ノード数

シナリオ1
提案ツール 19 6

既存手法（4） 30 20

シナリオ2
提案ツール 36 6

既存手法（4） 62 45
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の MWSN の要求品質は決定される．要求品質を満たす
MWSN を新たに構築する際の要件として，ノード設置
作業者による設置作業時間の短縮や，ノードコスト抑制
に資する中継ノード数の低減がある．これらの要件に対
し，スマートフォンなどのユーザ端末を使って無線リン
ク品質や冗長度を設置時に常時測定し，ノード設置作業
者へ表示するノード設置支援ツールを提案した．これよ
り，ノード設置作業者の短時間かつ低コストでの
MWSN の構築を支援する．実験を通し，既存方式と比
較して設置作業時間の短縮や，設置した中継ノードの個
数の低減を達成できたことより，ツールの有効性を確認
した．今後の課題として，最低 1 年間はセンシングデー
タを収集したいなどの収集期間の要求を満たすため，
ノードの電池寿命などを考慮した MWSN の構築支援機
能を開発する予定である．
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1 はじめに
2012 年 7 月，欧米・アジアの七つの標準化機関の合意・

協 調 の 下 に， グ ロ ー バ ル な M2M（Machine to 
Machine）サービス層標準化を担う団体として oneM2M
が発足した．この団体は，各地域で個別に行われてきた
標準化活動を一つに統合することにより，標準化作業の
重複や複数の標準規格の存在による市場のフラグメン
テーション化を回避することを目的として設立された．
本稿では，oneM2M 設立の背景，標準化の対象領域，
組織を説明するとともに，その活動動向として，要求条
件やアーキテクチャ等の検討状況について述べる．

2 oneM2M 設立の背景と目的
M2M 通信とは，必ずしも人間による直接の対応を必

要としない，二つあるいはそれ以上の個数の「モノ」の
間で行われる通信と定義することができる （1）．つまり，
複数のモノ間でのデータのやり取りを前提とするが，人
間の介在を必ずしも排除するものではないというところ
が，現時点での M2M に関する概念となっている．

現在，M2M サービスは，エネルギー，自動車，輸送・
交通，住居，環境，農業，健康・医療，公共等，既に多
分野にわたり提供されており，携帯電話の 2G 時代から
20 年以上も運用されているものもある．しかし，実際
にサービスを提供しているのは，主として大企業が多く，
中小企業における潜在的な M2M 市場の開拓や M2M に
関する新たなビジネスの誕生まで至っていないのが現状
である．

この理由としては，まず M2M アプリケーション，プ
ラットホーム，ネットワーク及びデバイスというエンド
ツーエンドの M2M エンティティの開発・展開・管理が
複雑で，M2M ビジネスの事業化のためのコストが膨大

となるため，往々にして M2M 事業への参入は大企業に
限定されてきたことが挙げられる．また，市場が業界別
に分断されており，市場ごとに垂直的なシステム統合は
あるものの，業界の枠を越えて異業種との連携や M2M
データの再利用や流通が行われず，M2M に関する新た
なサービスや事業の創生のための環境が整っていないこ
とも原因である．更に，世界で汎用的，共通的な標準の
技術規格がないため，グローバルなインタオペラビリ
ティの欠如も市場拡大の阻害要因となっている．

図 1 に M2M 技術の階層構造とその標準化対応につい
て示す．M2M 技術は，おおむね，図のような六つの層
に分けて議論されることが一般的である．M2M アプリ
ケーションは，業界によっては標準化されるケースもあ
るが，基本的にサービス内容が多岐にわたるため，グロー
バルな標準化の対象とはされていないのが現状である．

M2M を支えるネットワークに関しては，3GPP/3GPP2
等の標準化団体で，M2M トラヒックに対するネットワー
クの最適化という点で検討が行われている （2）．

そのほか，Open Mobile Alliance（OMA）や Broad-Open Mobile Alliance（OMA）や Broad-（OMA）や Broad-OMA）や Broad-）や Broad-Broad-
band Forum（BBF）では，デバイスのリモート設定やリ
モート診断のためのデバイス管理（Device Manage-Device Manage-
ment）技術が標準化されている （3）．この技術は，基本的に，
センサのような M2M デバイスとそれを束ねるゲートウェ

M2M 技術のアーキテクチャ 
及び oneM2M 標準化動向

山崎徳和　Norikazu Yamasaki　KDDI 株式会社技術開発本部標準化推進室

解 説

図1　M2M階層構造とoneM2Mの対象領域
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イ間のプロトコルとして利用されるが，この
間の物理層，MAC 層のインタフェースとし
ては，Bluetooth，ZigBee 等の M2M エリア
ネットワークを用いることが想定されている．
「M2M サービス層の標準化」とは，図 1

に示す M2M サービスプラットホームの規
格化を意味する．つまり，M2M アプリケー
ションと M2M デバイス間でのデータ交換
をサポートするためのデバイス設定，取得
データ管理，課金，認証・暗号化等のセキュ
リティ，通信制御等の機能（ミドルウェア）
の標準化のことである．

この標準化活動は，2009 年に欧州の ETSI M2M 技
術委員会により初めて開始された．これは，EC（欧州
委員会）からの指令により，スマートメータリングやス
マートグリッドに関する M2M 通信技術の標準規格策定
を ETSI に対し義務化したことが背景となっている．
ETSI では，2011 年に M2M サービス層標準規格のリ
リース 1 を完成し，サービス要求条件，ハイレベル・アー
キテクチャ及び M2M プロトコル等を規定した．

ETSI から 1 年ほど遅れて，TIA（北米），TTA（韓国），
CCSA（中国）といった他地域の機関でもこの M2M 標
準化が開始され，地域ごとに個別に標準化が進展する状
態となった．その後，このような標準化作業の重複や複
数の標準規格の存在による市場の分断に対する懸念が生
じたため，日本を含む世界の標準化機関は，前述の
M2M 普及の阻害要因の排除や本格的な M2M 市場の拡
大のためには，世界の標準化作業の統合が急務と判断し
た．これが oneM2M というグローバルな M2M サービ
ス層標準化団体の設立への動機付けとなった （4）， （5）．

3 oneM2M の活動領域と組織
oneM2M では，図 1 に示す M2M プラットホームや

ゲートウェイ機能等サービス層技術規格の策定をスコー
プとして活動している．設立当初，M2M デバイス（モ
ジュール等）も対象領域とする提案が中・韓メンバーか
らあったが，欧米勢の反対でこの議論は延期され，現時
点ではスコープとするかどうかは決まっていない．

oneM2M は，Steering Committee（SC；運営委員会）
と Technical Plenary（TP；技術総会）から構成され
る（図 2）．TP 配下には現在，五つの WG が設立され
ている．WG1 は M2M 技術のユースケースの検討及び
それから共通に抽出されるサービス要求条件を規定す
る．WG2 では oneM2M の中心的な活動となるハイレ

ベルな機能アーキテクチャの策定が行われる．WG3 で
は M2M に用いられるプロトコルが検討される．WG4
は M2M に必要なセキュリティ要件を規定する．WG5
ではデバイスやデータの管理，抽象化及びセマンティッ
クス化のために用いる手法が検討されている．

oneM2M では，ほかの標準化活動の既存成果をでき
る限り利用するとともに，関係の深いほかの団体と協調
して標準化を進める体制をとっている．外部の標準化団
体である OMA や BBF は，oneM2M のパートナーとし
て参加し，自らが開発したデバイス管理技術を oneM2M
標準化に活用する方向で取り組んでいる．また M2M 業
界 団 体 か ら eHealth を 推 進 す る Continua Health 
Alliance やスマートホームを推進する Home Gateway 
Initiative もパートナーとなり，既に寄与文書の入力を
行っている．更に oneM2M では 3GPP/3GPP2 等の標
準化団体ともネットワーク関連の標準化を協調して進め
ることを合意し，リエゾンを精力的に交換している．

oneM2M では，前述の M2M サービスプラットホー
ムの標準化を推進することにより，グローバルなインタ
オペラビリティの確保と M2M 事業に係わるコストの低
減を図ることを目的としている．つまり，図 3 に示す
とおり，これまで業界単位で垂直統合的にしか提供でき
なかった M2M ビジネスに対し，水平方向のサービス展
開を図るとともに，新たなビジネスの創生のために，各
分野のサービスに横串を刺して M2M 市場の変革を目指
すことが目的だと言えよう．

oneM2M 設立当初は，各 WG から出力される技術仕
様書を束ね，市場において最小限の実用化が可能な一組
の仕様書として 2013 年末にリリースすることを目標に
活動が開始された．だが，各地域の標準化機関の思惑の
違いや要求条件やアーキテクチャの検討に予想以上の時
間を要したことから，2013 年 10 月に，前述の仕様書
の最初のリリースを 2014 年 8 月に延期した．

図2　oneM2Mの組織構成と役割
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4 M2M ユースケースと 
サービス要求条件の規定

2013 年 10 月 に は，WG1 で の 検 討 結 果 と し て，
M2M ユースケースの収集に関わる TR（Technical 
Report；技術報告書） （6）と oneM2M 最初の normative
な仕様書となる M2M サービス要求条件 TS（Technical 
Specification；技術仕様書） （7）が完成した．

ユ ー スケ ー ス TR には，合 計 33 件 の
M2M 技術の応用事例が収集された．取り
上げられたユースケースとしては，スマー
トグリッド／スマートメータリング等のエ
ネ ル ギ ー， 健 康 管 理， 医 療 支 援 等 の
eHealth， 輸 送・ 交 通，HEMS（Home 
Energy Management System） や ホ ー ム
ネットワーク等の住居関連，公共サービス
といった分野での利用例が多く提案された．

図 4 に ユ ー ス ケ ー ス の 一 例 と し て，
HEMS を 示 す． こ れ は，Home Area 
Network と連携することにより，家庭内の
エネルギー管理を行うシステムで，電力使
用を効率化し，節電や二酸化炭素を削減し
て，エコロジーと快適な居住性を実現する
ものである．

また，図 5 には，健康管理のためのユー
スケース例を示す．スマートフォンをゲー
トウェイとして，家庭内のみならず，外出
先でも病院やスポーツジム等の健康管理機
器を自動的に検出し，必要な設定作業やア
プリケーションのダウンロードを行うとと
もに，取得したデータをネットワーク上の
サーバに転送して蓄積する．

各ユースケースには，そのサービスを実
施するための潜在的な要求条件が記述され
る．複数のユースケースに共通に存在する
潜在的要求条件を抽出してまとめたものが
サービス要求条件 TS である．その内容は，
M2M システム全般に関するものが半数の
72 件で，そのほかに，デバイスやデータの
管理，データの抽象化，データのセマン
ティックス（意味の解釈），セキュリティ，
課金，運用，通信要求の処理等，合計 144
件が含まれる．M2M システムのアーキテク
チャやプロトコル検討は，これらの要求条
件をベースとして行われる．

5 機能アーキテクチャの検討状況
WG2 では，M2M システムの機能アーキテクチャが

検討され，2014 年 6 月を目途にアーキテクチャ仕様書
が完成される予定である．まず，検討の第一段階として，
欧米・アジア各地域の標準化機関で検討されてきた
M2M ア－キテクチャに関する比較分析結果とそれらの

図5　M2Mユースケースの例（健康管理）

図4　M2Mユースケースの例（HEMS）

図3　oneM2Mが目指すM2M市場構造の変革
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統合に関わる検討結果に関する技術報告書が，共に
2013 年 8 月に承認された （8）， （9）．これらの作業におい
ては，既に仕様書が完成していた ETSI の M2M アーキ
テクチャをベースとして，様々な検討が進められた．

　（1）oneM2M機能アーキテクチャモデル
現在，oneM2M で検討されている機能アーキテクチャ

を図 6 に示す．機能アーキテクチャは，Application 
Entity（AE），Common Service Entity（CSE） 及 び
Underlying Network Service Entity（NSE）から構成
され，各エンティティ間に，参照点（Mca，Mcc 及び
Mcn）が規定されている．

AE は，M2M アプリケーションそのものに該当し，
これらは，エネルギー，健康・医療，輸送・交通，住居
等各 M2M サービス業界で規定あるいは標準化されるも
のとして取り扱われ，oneM2M 標準化の対象外となる．
これらの AE は，ネットワークインフラ上の M2M アプ
リケーションサーバや M2M デバイス／ゲートウェイに
インストールされることを前提としている．

CSE は，いわゆる共通プラットホームと呼ばれる複
数の M2M サービスに共通に必要となる機能である
CSF（Common Service Function；共通サービス機能）
の集合として定義される．これらの CSF は，ミドルウェ
アとして，ネットワークインフラ上や M2M デバイス／
ゲートウェイに組み込まれ，M2M デバイスとインフラ
上の各種の AE との間での M2M データの交換の仲介・
サポートを行う役割を担う．

NSE は，通信事業者が提供する無線／有線のネット
ワークサービスを示す．いわゆる 3G/4G の無線サービ
スや固定ネットワークのサービスを示す．

図 7 には，通信ネットワークインフラと M2M デバ
イス／ゲートウェイ間の機能アーキテクチャを示す．
M2M デバイスとしては，デバイスの大きさ，プロセッ

サ能力，消費電力等の制約のため，その内部に CSE を
組 み 込 む こ と が 行 わ れ な い ADN（Application 
Dedicated Node）と，上記の制約がなく CSE を組み
込むことが可能な ASN（Application Service Node）
に分類される．そして，これらのデバイスが直接通信ネッ
トワークと接続される場合（case1，4）と ZigBee や
Bluetooth 等の M2M エリアネットワークを介してゲー
トウェイで集約されてから通信ネットワークに接続され
る場合（case2，3）に分けられる．

図 7 のとおり，CSE は，M2M デバイス／ゲートウェ
イやネットワークインフラに組み込まれるプラットホー
ムであり，物理的な装置やシステムを示すものではない．
つまり，ネットワーク上の AE とデバイス／ゲートウェ
イに組み込まれた AE とが直接会話をするのではなく，
CSE により仲介されるとともに，M2M データ取得に必
要な機能が提供され，M2M 通信が実現する．

　（2）共通サービスプラットホームの機能
CSE を構成する個々の共通サービス機能（CSF）と

しては，図 8 に示すとおり，現在 13 種類の機能要素が
検討されている．それらは，デバイス管理，データ管理，
アプリ・デバイス探索，セキュリティ，課金，サービス

図7　デバイス〜ネットワーク間アーキテクチャ

図8　共通プラットホームの機能構成図6　oneM2M機能アーキテクチャモデル
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登録，加入・アクセス管理，アプリケーション・サービ
ス層管理，位置情報，通信処理管理，グループ管理，ネッ
トワークサービス実施管理，セッション管理である．

これらの CSF は更に幾つかのサブ機能に分けられ，
プラットホームとして提供される詳細な機能が検討され
ている．例えば，CSFの一つであるデバイス管理（Device 
Management）CSF は，M2M デバイスの設定・管理
に関わる能力を有し，その中で，デバイス設定，デバイ
ス診断・監視，デバイスファームウェア管理及び M2M
エリアネットワークトポロジー管理の四つのサブ機能を
持つ．

このほかに，取得した M2M データの管理を行うデー
タ管理，ユーザが利用可能な M2M アプリケーションや
デバイスを探索することができるアプリ・デバイス探索，
通信ネットワークの利用を管理する通信処理管理，ユー
ザの加入・アクセス管理，サービス登録等，M2M に特
有の機能に加え，セキュリティ，課金，位置情報等の一
般的な機能も M2M サービスに必要な共通機能として提
供されることを目途に検討が進められている．

ここで各 CSF は特定の M2M サービスのみに特化し
て必要な機能ではなく，全ての分野のサービスに共通に
必要になる機能であることを強調しておく．そして，こ
の共通プラットホームの機能を例えば通信事業者等が一
括して提供したら，M2M 事業に参入しようとする企業
はこれらを利用することができ，その企業はこれらに相
当するプラットホームを自らで構築せずに済む．すなわ
ち，企業にとって M2M ビジネス参入のためのコスト障
壁が下がることになり，M2M 市場拡大にとって大きな
利点となる．これが，共通プラットホーム機能の標準化
を推進するモチベーションであると言える．

　（3）通信メッセージフローとリソース管理
M2M サービスは，先述のとおり，図 7 のアーキテク

チャにおいて，M2M デバイスに組み込まれた AE とネッ
トワーク側のサーバ等にインストールされた AE との間
で M2M データの交換等を行うことにより提供されるも
のである．この M2M データ交換用には，参照点 Mca

及び Mcn 上で図 9 のような通信メッセージを用いるこ
とを検討している．つまり，全てのメッセージフローは
Request とそれに対する Response により規定され，こ
のメッセージの中にデータの所在を示す情報等を載せる
ことで，データのやり取りが可能となる．

この Request は，AE のみならず CSE からでも発する
ことができる．Mcn 上のフローについては，アプリケー
ションや通信事業者により提供される既存のサービスや
OMA，GSM Association などで規定されるネットワー
ク API や 3GPP で 検 討 中 の MTC（Machine Type 
Communication）のインタワーキングやセキュリティに
関する技術仕様を参照する方向で検討中である．

また，M2M で取り扱われる全てのデータはリソース
として規定される．現在，リソースのタイプ，アドレス
付け，構造等を検討している．M2M のリソースは，図
10 に示すような RESTful 構造を持ち，ユニークにアド
レス付けが行われる．REST（Representational State 
Transfer）とは，2000 年に Roy T. Fielding によって
定義された構造スタイルである．これは，状態管理を行
わない，いわゆるステートレス性を有し，M2M のよう
な分散システムに対しより大きなスケーラビィリティを
与え，かつネットワーク，ゲートウェイ／デバイスに分
散されたアプリケーションの機能拡張や変更を容易にす
ることから，M2M に適したデータ構造であると言われ
ている （2）．

REST においては，Create，Read，Update，Delete
の四つの基本動作（これらを総称して CRUD 処理とい
う）に，Notify を加えた処理動作から構成される一様
なインタフェースを用いてリソースが操作される．この
操作の各々は，前述のリクエストとレスポンスの 2 種
類のメッセージを利用して伝達され，同一の操作を複数
組み合せることにより，多様化するリソースを取り扱う
ことができる．

このため，専用のクライアントやインフラを開発する
必要がなく，また，同一のアーキテクチャやプラットホー

図9　M2Mにおける通信メッセージフロー 図10　RESTful なデータ（Resource）構造
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ムを，異なるアプリケーション間で共用あるいは再利用
することができるとされている．

REST の実装には，各操作を HTTP 等の動作にマッピ
ングして利用される．例えば，Create は HTTP POST に，
Read は HTTP GET に，Update は HTTP PUT に，
Delete は HTTP DELETE に各々対応付けられる．

6 プロトコル及びデバイス 
管理機能の検討状況

WG3 では，oneM2M アーキテクチャに適したプロ
トコルを標準仕様として規定するため，既存の M2M シ
ステムで利用されているプロトコルの比較検討を行って
いる．既存のプロトコルとしては，HTTP，CoAP （10），
MQTT （11），TIA TR-50 プロトコル （12）等がある．

CoAP（Constrained Application Protocol）は，IETF
で消費電力に制約があるデバイス用に開発されたもので，
HTTP を簡略化してマルチキャストや低オーバヘッド等
の特徴を追加した M2M での利用において有力なプロト
コルの一つと考えられている．

また，MQTT（Message Queuing Telemetry Trans-MQTT（Message Queuing Telemetry Trans-（Message Queuing Telemetry Trans-Message Queuing Telemetry Trans-
port）は，IBM 等が開発した方式で，低バンド幅・高
Latency のネットワークを対象に設計された簡潔さ，簡
便さを追求したプロトコルで，ほとんどのセンサ・アプリ
ケーションに適していると言われている．WG3 では
2014 年 8 月を目途に，利用するプロトコルを仕様として
規定する予定である．

また，WG5 ではデバイス管理手法について検討が進め
られており，現在，OMA の DM（Device Management）
の Ver1.3/Ver2.0 及 び LWM2M（Light Weight M2M）
や BBF の TR-069 等の既存の DM 機能の比較分析が行
われている．こちらも 2014 年 8 月を目途に，上記 OMA
や BBF の DM 機能の利用を前提とする oneM2M デバイ
ス管理技術に関する仕様書が完成する予定である．

7 あとがき
本稿では 2012 年 7 月に世界の M2M サービス層標準

化活動を統合して設立された oneM2M について，その
目的，組織，策定済みの仕様書及びアーキテクチャを中
心に検討中の仕様書等の標準化動向について述べた．既

にユースケースの収集及び要求条件仕様書を完成し，
2014 年 8 月予定の Initial Release に向けて，現在，機
能アーキテクチャ，プロトコル，デバイス管理技術等の
検討を行っている．

oneM2M の運営に携わっている一人として，本団体
ができるだけ早急に M2M 共通プラットホームに関わる
技術仕様の初期の策定を完了させ，今後の M2M サービ
スの充実，M2M 市場の拡大，そして新たなビジネスの
創出等に貢献できるよう，働き掛けていきたいと考えて
いる．
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1 はじめに
昨今の情報通信技術の進展・普及は，多種多様かつ膨

大な情報（いわゆるビッグデータ）の収集・分析を可能
とし，これにより新事業・新サービスの創出や我が国を
取り巻く諸課題の解決に大きく寄与するなど，我が国の
発のイノベーション創出，ひいては「失われた 20 年」
を取り戻し，「常に進化していく成長戦略」の展開に寄
与するものと期待されている．

特に，個人の行動・状態等に関するデータである「パー
ソナルデータ＊ 1」は，利用価値が高いと期待されている一
方，個人情報保護法の制定当時には想定されていなかっ
た利活用が行われるようになってきていることや消費者
のプライバシー意識の高まり等により，事業者が個人情
報保護法を遵守しているにもかかわらず，プライバシー
の観点から社会的な批判を受けるといったケースも見受
けられる状況となってきている．また，現行の個人情報
の利活用ルールの曖昧さから，事業者がそのデータを活
用すること自体に躊躇するケースも多いと言われている．

更に，企業活動がグローバル化する中，欧米をはじめ
とした諸外国においてもパーソナルデータに関するプラ
イバシーの保護と利活用の双方を確保するための制度整
備についての検討が進んでいる．

こうした状況を踏まえ，我が国においても，国際的に
も調和のとれたパーソナルデータの利活用とプライバ
シー保護のバランスを確保した制度整備について，早急
な対応が求められている．

そこで本稿では，プライバシーを保護しつつパーソナ
ルデータの利活用を促進するための環境整備について，
はじめに国際的な議論の方向性について，続いて昨今特
に急速な進捗を見せる我が国での検討状況について，そ

＊1	 本稿における「パーソナルデータ」は，我が国の個人
情報保護法の定義にある「個人情報」よりも広い概念
として，行動履歴・購買履歴，位置情報，携帯電話ID
などのほか，おおよそ個人に関する情報全てが含まれ
るものと捉えている．

れぞれ概観する．

2 国際的な議論の方向性
（1）EUの動向
ア．現行の個人データの保護法制
欧州では，1970 年にドイツのヘッセン州において世

界初の個人データ保護法が制定され，その後，1970 年
代に欧州各国で個人データ保護に関する法制化が進めら
れてきたと言われている．しかしながら，それぞれの法
律には相違があったことから，EU 加盟国間における個
人データの処理に対するプライバシーの保護及びその自
由な流通の確保を目的として，1995 年，分野横断的に
個人データ保護に関する規制を定める「個人データ取扱
いに関わる個人の保護及び当該データの自由な移動に関
す る 1995 年 10 月 24 日 の 欧 州 議 会 及 び 理 事 会 の
95/46/EC 指令（通称：個人データ保護指令） （1）」が採
択された．これによって，加盟国は当該指令を遵守する
ために必要な国内法の整備を義務付けられたことになっ
た．その指令の主たる項目は次のとおりである．

　①  データ内容に関する原則（6 条）（特定された明
示的かつ適法な目的のための取扱い等）

　②  データ取扱いの正当性の基準（7 条）（データ主
体の明確な同意等）

　③  特別な種類のデータの取扱い（8 条・9 条）（人種
または民族，政治的見解，宗教的または思想的信
条，労働組合への加入，健康または性生活に関す
るデータ）

　④  データ主体のデータへのアクセス権（12 条）
　⑤  取扱いの機密性及び安全性（16 条・17 条）
　⑥  第三国に対する個人データの移動（25 条・26 条）
　⑦  監督機関及び個人データの取扱いに関わる個人

の保護に関する作業部会（28 条～ 30 条）
上記の指令のうち，特に「⑥ 第三国への個人データ

の移転」について，加盟国は，個人データの第三国への

ビッグデータの利活用と
プライバシー保護について

村上　聡　Satoshi Murakami　総務省情報流通行政局情報セキュリティ対策室

解 説



小特集 ユビキタスの次の世界へ 〜M2Mとビッグデータ〜

解説　ビッグデータの利活用とプライバシー保護について 53

移転は原則として当該第三国が十分な保護レベルを確保
している場合に限って行うことができる旨規定されてい
る．この EU からの第三国への個人データの移転に関し
当該第三国が十分な保護レベルを満たしているかの十分
性の認定は，データ保護指令第 29 条に基づく作業部会
が評価し，欧州委員会が最終判断するという手続きに
よって行われており，2013 年 2 月時点で，スイス，カ
ナダ等，12 の国や地域が認定されている．また，第三
国における個人データ保護レベルが，EU が認める十分
性を有していないとされた場合は，第三国に個人データ
を転送したい企業が，標準契約条項（SCC）の採用や拘
束的企業準則（BCR）の策定等により，個別に認定さ
れる例外的なスキームが認められている．

なお，EU と米国との間では，セーフハーバーという
枠組みで個人データの移転が可能となっている．これは，
データ保護指令に準拠した法律をスウェーデンが施行し
た直後の 1998 年 11 月に，米アメリカン航空に対して，
スウェーデン国内で収集した搭乗者の食事メニュー等を
含む個人データを米国へ移転することを禁止するという
事態が発生したことを受け，EU と米国との間の 2 年に
わたる交渉の結果，2000 年に米国商務省が定めた「セー
フハーバー原則」に基づく枠組みを EU が認定したもの
である．

この2000年7月にEUとの間で取り決めたセーフハー
バー枠組み（Safe Harbor Framework）は，商務省が

「セーフハーバー原則」を作成し，米国企業が同原則を
遵守することとすれば EU 個人データ保護指令の十分性
を満たすこととなるというものである．具体的には，米
国企業が，① セーフハーバー原則を遵守すると宣言し，
② その旨を自身のプライバシーポリシーの中で公表する
とともに，③ セーフハーバー原則を遵守するとの確約書
を商務省に提出し，④ 商務省はその確約書を保存して企
業名等を Web サイトに掲載するというものである．セー
フハーバー原則を遵守すると宣言した企業がこれに反す
る行為を行った場合には，FTC（Federal Trade Com-FTC（Federal Trade Com-（Federal Trade Com-Federal Trade Com-
mission，連邦取引委員会）法第 5 条違反（「不公正また
は欺瞞的な行為または慣行（unfair or deceptive acts 
or practices）」として，排除措置・課徴金等の対象となる．
民事責任も問われる）となる．ただし，FTC 法第 5 条は
分野横断的に適用される規定であるが，FTC の執行権限
は，銀行，貯蓄金融機関，連邦信用組合，通信事業者，
航空会社等には及ばない（FTC 法第 5 条（a）（2））ため，
当該セーフハーバー枠組みは，FTC の管轄下にある者及
び運輸省の管轄下にある航空会社・チケット代理店が対
象となり，それ以外の企業には適用されない．

EU では上記の分野横断的な指令に加え，電子通信部
門における個人データ保護に関する特則を規定するもの

として，2002 年に「電子通信部門における個人データ
の処理とプライバシーの保護に関する欧州議会及び理事
会（2002 年 7 月 12 日）の指令（2002/58/EC）（通称：
e - プライバシー指令） （2）」を採択した．当該指令におい
ては，①通信の秘密保持，②ロケーションデータを利用
する際にオプトインによる利用者同意を求めること等が
定められている．なお，本指令は，2009 年に一部改訂
され，Cookie の利用に当たっては内容を明示しオプト
インによる利用者同意を求めること等が規定された．

これらの指令に基づき，EU 加盟国では各国での国内
法制化が進められ，英国では「データ保護法（1984 年
制定 /1998 年改訂）」，仏国では「情報処理，情報ファ
イル及び自由に関する法律（1978 年制定 /2004 年改
訂）」，ドイツでは「連邦データ保護法（1978年制定/2009
年最終改訂）」，イタリアでは「個人データの処理に関す
る個人その他の主体の保護に関する法律（2003 年制
定）」等が制定されている．
イ．現在検討中の個人データ保護法制
上述のとおり，EU 加盟国は各国ごとに個人データ保

護に関する制度を整備してきているところであるが，
2012 年 1 月 25 日，欧州委員会は，オンライン上のプ
ライバシー保護の強化と欧州におけるディジタル経済の
後押しを目的として，1995 年に採択された「個人デー
タ保護指令」を抜本改正する「個人データの取扱いに係
る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州
議会及び理事会の規則（一般的データ保護規則）の提案

（通称：個人データ保護規則案） （3）」を公表した．この提
案の背景としては，昨今の急速な技術進歩やグローバル
化の進展は目覚ましく，個人データの収集，アクセス，
利用方法は現行の個人データ保護指令が制定された
1995 年当時とは大きく異なっていることから，現状，
十分な個人データ保護がなされていない状況が生じてい
ること，27 か国ある EU 加盟国における国内法制化の
状況・執行状況にかい離が生じていることが挙げられて
いる．

また，本提案は現行指令の改定ではなく，EU 加盟国
の国内法制化の手続きを経ることなく直接規制が及ぶこ
とになる「規則」を提案するものである．このため，
EU 加盟国全体に適用される統一した規則が制定される
ことによって，各国の個人データ保護の執行状況の差異
が解消され，個人データ保護に関する負担が軽減し，年
間 23 億ユーロの節約につながるとともに，消費者のオ
ンラインサービスに対する信頼が増し，欧州地域におけ
る経済成長，雇用創出，イノベーションにつながるとし
ている．

この個人データ保護規則案については，欧州委員会か
ら提案されたのち，欧州議会での本件の担当委員会であ
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る「市民的自由・司法・内務委員会」（LIBE 委員会：
the Committee for Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs）において検討されてきたところである．一説
には 4,500 件を超える修正提案がなされていると言わ
れていた状況であるが，2013 年 10 月 21 日に当該委員
会において修正案が可決された （4）．主な修正内容は以下
のとおりである．
EU域外の国々へのデータ移転（新規追加）�ㅤ
 　企業（例：サーチエンジン，ソーシャルネットワーク，
クラウドプロバイダ）が EU 域外の第三国の求めに応
じて個人データを提供する場合は，域内のデータ保護
機関に速やかに報告し許可を得なければならない．
課徴金（修正により増額）�ㅤ
 　規則を破った企業は 1 億ユーロ（改訂前は 100 万
ユーロ）または 1 年間の全世界での売上げの 5％（改
訂前は 2％）までの罰金が科される．
削除される権利（「忘れられる権利」を修正）�ㅤ
 　データ管理者（例：インターネット企業）にデータ
の削除を依頼した場合，企業はデータを複製したほか
の企業などに対しても削除を要求すべきである．
そのほか，同意の厳格化，プロファイリングの制限等

が加えられ，規則の施行後 2 年に現在の指令に基づく十
分性決定等は失効されるとの規定もある．また，米国と
のセーフハーバーの枠組みの見直しを示唆していると思
われる規定もある．なお，今後は，欧州理事会内の合意
が得られ，更に欧州議会，欧州理事会，欧州委員会の 3
者による交渉（Trialogue）において結論を得た場合には，
修正された規則案が採択されることとなる．また，採択
の後公布されることになるが，手続き上は公布後 20 日
目に施行，施行から 2 年後に発効することとなる．本件
の採択は，最も順調に行った場合でも 2014 年の春頃に
なると予想されている（2014 年 5 月に欧州議会の選挙
が予定されており，これが一つのデッドラインと考えら
れている模様）が，まだ加盟国内の意見も多様であり，
今後の進展も予断を許さない状況であると考えられる．

（2）米国の動向
EU の個人データ保護制度は分野横断的な法制度と

なっている一方，米国の個人データ保護制度は，分野ご
との個別法と自主規制によるものとなっている（表 1）．

米国政府は，EU の一般的データ保護規則の提案の約
1 か月後の 2012 年 2 月 23 日に，ディジタルエコノミー
において消費者の信頼を維持するために消費者のデータ
プライバシーの保護が必要不可欠であるとして，政策大
綱「ネットワーク化された世界における消費者データプ
ライバシー（Consumer Data Privacy in a Networked 
World） （8）」を発表した．同政策大綱では，「消費者は，

表1　米国のプライバシー保護に関する制度

（1）個別法

公的部門

プライバシー法（Privacy Act of 1974）

民間部門

・健康情報等：医療保険の相互運用性及び説明責
任に関する法律（HIPPA （4））
・信用情報：公正信用報告法（FCRA （5））
・通信分野：電子通信プライバシー法（ECPA （6））
・ 金融部門：金融サービス近代化法（Gramm-

Leach-Bliley Act）
・ 児童のプライバシー：児童オンラインプライバ

シー保護法（COPPA （7））等
　上記の連邦レベルの法律のほか，各州が情報漏
え い 通 知 法（Data Breach Notification Law）
等の個別法を定めている．

（2）自主規制

　自主規制は，個別の企業等が自主的に実施して
いるものであるが，自主的に策定し，公表したプ
ライバシーポリシーに反する行為を行った場合等
には，FTC 法第 5 条の「不公正または欺瞞的な
行為または慣行（unfair or deceptive acts or 
practices）」として，FTC による排除措置・課徴
金等の対象となるほか，民事責任を問われる．

表2　	FTC報告書「急速に変化する時代における消費者プ
ライバシーの保護」の概要

（1）対象企業
　特定の消費者，コンピュータ，その他デバイスと合理
的に関連付けられる消費者データを収集したり，利用し
たりする企業（commercial entity）．
　ただし，年間 5,000 名未満の消費者のセンシティブ
でない消費者データのみを収集し，かつ，その消費者デー
タを第三者と共有しない企業については含まれない．

（2）消費者データ保護のための企業の行動枠組み
①  計画的なプライバシー保護の実施（Privacy by De-Privacy by De-

sign）
② 消費者への簡潔な選択肢の提供
③ 透明性確保

（3）�FTC が企業の自主的取組みを支援する 5 分野
（2013年末までを想定）

① 追跡拒否（Do Not Track）
② 携帯電話
③ データ販売業者（ブローカ）
④ 規模プラットホームプロバイダ
⑤ 執行可能な自主規制規範の推進
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自分の個人データを企業が収集し，それを使用する方法
について管理する権利を有する．」などといった七つの
権利について規定する「消費者プライバシー権利章典（A 
Consumer Privacy Bill of Rights）」を提示している．
また，マルチステークホルダープロセスにより策定され
た「行動規範」を通じて当該権利章典を実行し，その後，
連邦議会とともに，これらの権利を法制化するよう作業
するとしている．

上記の消費者プライバシー権利章典等の発表に続き，
FTC は，2012 年 3 月 26 日，消費者データを収集し利
用する企業の行動枠組みについてまとめた報告書である

「急速に変化する時代における消費者プライバシーの保
護（Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid 
Change） （9）」を発表した．その概要は，表 2 のとおりで
ある．

（3）その他の諸外国等の状況
主たる諸外国における個人データ保護法制は，表 3

のとおりである．多くの国では，個人データ保護に関す
る独立した専門機関であるプライバシーコミッショナー
等を設置している（表 3）．

また，2013 年 9 月，日本も加盟国である OECD で

表3　主な諸外国の個人データ保護に関する制度の状況（総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」資料から作成）
監督機関名称 所管法令 管轄 組織形態 任命方法 職員数

米国

連邦取引委員会（Federal Trade 
Commission（FTC））
※  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h 

a n d  H u m a n  S e r v i c e s ，
Federal Communicat ion 
Commission なども個別分野を
監督

連 邦 取引委員会 法（1914 年制定 ），
金融サービス現代化 法（1999 年制
定），公正信用報告法（2002 年改正），
児童オンラインプライバシー保護法

（2013 年改正）等
※ 連邦プライバシー法（1974 年制定：

連邦の公的機関が対象）

民間部門
（ 一 部 事 業
を除く）

委員会
（5 名）

大統領によって指名，上院
で承認，大統領が任命 約 1,200 名

EU
欧州データ保護監察官（European 
Data Protection Supervisor

（EDPS））
Regulation（EC） No 45/2001 of 
18 December 2000 EU 機関 独任制

欧州委員会が公募でリスト
アップした候補から欧州議
会と欧州理事会が任命

約 50 名

英国 情報コミッショナー（Information 
Commissioner）

データ保護法（1998 年制定），情報
自由法（2000 年制定），プライバシー
及び電子通信規則（2003 年制定），
環境情報規則（2004 年制定）

民間部門・
公的機関 独任制

司法省が候補者を選定し，
総理大臣へ推薦．政府が指
名し，女王により任命

約 350 名

フランス
情報処理及び自由に関する国家委
員会（Commission nationale de 
l’informatique et des libertés

（CNIL））

情報処理，情報ファイル及び自由に
関 す る 1978 年 1 月 6 日 の 法 律 第
78-17 号（2009 年改正）

民間部門・
公的機関

委員会
（17 名）

裁判官 6 名，国会議員 4 名，
経済・社会評議会委員 2 名
は各々の機関が選出・任命．
上院・下院議長が IT 専門家
を 2 名任命，首相が IT また
は市民的自由の専門家 3 名
を任命．委員長と 2 名の副
委員長は委員から選出

約 160 名

ドイツ

連邦データ保護・情報自由監察官

ドイツ連邦データ保護法（2009 年改
正）

（民間部門・公的機関を包括的に規制）

鉄道・郵便・
通信部門及
び連邦の公
的機関

独任制
連邦政府の提案に基づき，
ドイツ議会が選定し大統領
が任命

約 90 名

各州の監督機関

鉄道・郵便・
通信部門以
外の民間部
門及び各州
の公的機関

州により
異なる 州により異なる ─

カナダ

カナダプライバシーコミッショナー
（Privacy Commissioner of 
Canada）

プライバシー法（連 邦の 公 的 機 関）
（1983 年），個人情報保護及び電子文
書法（連邦及び州の民間部門．4 州は
州法が適用．医療分野の個別法を持
つ州もある）（2002 年改正）

民間部門・
連邦の公的
機関

独任制
総督が上院と下院によって
選定されたプライバシー ·コ
ミッショナーを任命

約 160 名

各州プライバシーコミッショナー
例：オンタリオ州 情 報 プライバ
シーコミッショナー（Information 
and Privacy Commissioner, 
Ontario Canada（IPC））

※ 各州の法律　例：オンタリオ州
　 情報の自由及びプライバシー保護法
（州政府，大学等）（2011 年改正）），
個人の健康情報保護法（医療施設）

（2010 年改正）

各州公的機
関（ 民 間 部
門も対 象と
する場合あ
り）

独任制 州副知事により任命（オンタ
リオ州の場合） ─

ニュージー
ランド

プ ラ イバ シ ー コ ミッ シ ョ ナ ー
（Privacy Commissioner） プライバシー法（2010 年改正） 民間部門・

公的機関 独任制 主務大臣の推薦に応じ総督
が任命 約 30 名

オースト
ラリア

オーストラリア情報コミッショナー
プ ラ イバ シ ー コ ミッ シ ョ ナ ー

（Privacy Commissioner）
（前者が後者の上位に当たる．）

オーストラリア情報コミッショナー法
（2010 年制定）
プライバシー法（Privacy Act）（2013
年改正）

民間部門・
公的機関 独任制 政府からの助言を基に総督

が各コミッショナーを任命 約 110 名

イスラエル イスラエル法・情報技術機関 プライバシー保護法（1981 年制定） 民間部門・
公的機関 委員会 政府が任命 約 30 名

シンガ
ポール

シンガポール個人情報保護委員会
（Personal Data Protection 
C o m m i s s i o n  S i n g a p o r e

（PDPC））

個人情 報 保 護 法（PDPA）（2012 年
制定） 民間部門

委員会
（3 ～ 17
名）

通信情報大臣が任命 約 80 名

韓国 個人情報保護委員会 個人情報保護法（2011 年改正） 民間部門・
公的機関

委員会
（15 名）

委員 5 名ずつ大統領・国会・
大法院長が選出・指名 約 40 名
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は 33 年ぶりに OECD プライバシーガイドラインを改
正した．1980 年に採択された OECD プライバシーガ
イドラインは，2010 年にガイドライン 30 周年記念報
告書が取りまとめられ，プライバシーをめぐる状況にお
いて発生した主要な変化・課題について検討し，今回の
改正に踏み切ったとされる．

今回の改定では，プライバシー 8 原則は変更なく，
加盟国の義務としての十分な権限を持ったプライバシー
執行機関（DPA）の設置，データ管理者としての企業
のプライバシーマネジメントプログラムの導入等が追加
されている．

3 我が国での検討状況
（1）�「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方

針」策定の経緯等
我が国の個人情報保護法は 2013 年で制定から 10 年

を迎えたが，情報通信技術の進展は，恐らく法律制定当
時には想定されていなかったパーソナルデータの利活用
を可能としており，新サービスの提供等の多くの可能性
が期待されている一方，プライバシーの保護等の観点か
ら様々な課題が指摘されている．パーソナルデータの利
活用に関する課題の多くは，パーソナルデータの利活用
のルールが明確でないため，企業にとっては，どのよう
な利活用であれば適正と言えるか，消費者にとっては，
自分のパーソナルデータが適正に取り扱われているか，
プライバシーが適切に保護されているか，がそれぞれ不
明確であり懸念が生じていることにあると考えられる．

こうした問題点を解決し，プライバシー等を保護しつ
つパーソナルデータの適正な利活用を促進することを目
的に，総務省では，2012 年 11 月から「パーソナルデー
タの利用・流通に関する研究会 （10）」を開催し，2013 年
6 月に報告書を取りまとめている．また，同時期におい
て経済産業省でも同趣旨の会合を開催し，同年 5 月に
報告書を取りまとめている．

これらを受ける形で，パーソナルデータの利活用に関
する制度整備の検討は，下記に示すとおり「日本再興戦
略─ JAPAN is BACK ─」（2013 年 6 月 14 日 閣議決
定 （11）），「世界最先端 IT 国家創造宣言」（2013 年 6 月
14 日 閣議決定 （12））にそれぞれ盛り込まれ，政府全体
としての取組みになるに至っている．

第Ⅱ．4．世界最高水準の IT 社会の実現
①  IT が「あたり前」の時代にふさわしい規制・制度

改革
　○ 世界最高水準のオープンデータやビッグデータ

利活用の推進

　オープンデータやビッグデータの利活用を推進す
るための世界最高水準のデータ利活用環境整備を行
うため，「IT 総合戦略本部」の下に，新たな検討組
織を速やかに設置し，「規制改革会議」と連携しつつ，
データの活用と個人情報及びプライバシーの保護と
の両立に配慮したデータ利活用ルールの策定等を年
内できるだけ早期に進めるとともに，監視・監督，
苦情・紛争処理機能を有する第三者機関の設置を含
む新たな法的措置も視野に入れた制度見直し方針を
年内に策定する．

【「日本再興戦略 ─ JAPAN is BACK ─」（平成 25 年 6 月 14
日 閣議決定）抜粋】

Ⅲ．1．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業
の成長を促進する社会の実現

（1）オープンデータ・ビッグデータの活用の推進
　（略）ビッグデータを活用した新事業・新サービス
の創出を促進する上で利用価値が高いと期待されて
いる「パーソナルデータ」の利用を促進するための
環境整備等を図る．
② ビッグデータ利活用による新事業・新サービス創

出の促進
（略）速やかに IT 総合戦略本部の下に新たな検討

組織を設置し，個人情報やプライバシー保護に配慮
したパーソナルデータの利活用のルールを明確化し
た上で，個人情報保護ガイドラインの見直し，同意
取得手続の標準化等の取組を年内できるだけ早期に
着手するほか，新たな検討組織が，第三者機関の設
置を含む，新たな法的措置も視野に入れた制度見直
し方針（ロードマップを含む）を年内に策定する．

さらに，2014 年以降に，制度見直し方針に示され
たロードマップに従って，国際的な連携にも配慮し
つつ，順次パーソナルデータ利活用環境を整備し，
利活用を促進する．

【「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年 6 月 14 日 閣議決
定）抜粋】

上記の閣議決定を踏まえ，高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部（IT 総合戦略本部）の下に，「パーソ
ナルデータに関する検討会（座長：堀部政男 一橋大学
名誉教授） （13）」が設置された（平成 25 年 6 月 14 日 高
度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長決定）．同
検討会は，同年 9 月 2 日に第 1 回会合を開催し，論点
整理，見直しの方向性等について議論を重ね，第 5 回
会合（12 月 10 日）において，「パーソナルデータの利
活用に関する制度見直し方針（案）」を取りまとめた．

同検討会での結果を踏まえ，政府は 2013 年 12 月 20
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日，「第 63 回 IT 総合戦略本部 （14）」を開
催し，「パーソナルデータの利活用に関
する制度見直し方針」を決定した．その
概要は図 1 のとおりである．

（2）�「匿名化されたパーソナルデータの
扱い」について

パーソナルデータに関する検討会で
は，上記の検討に併せ，特に「匿名化さ
れたパーソナルデータの扱い」について
検討するため，「技術検討ワーキンググ
ループ（主査：佐藤一郎 国立情報学研
究所アーキテクチャ科学研究系  教
授） （15）」を設置し，いわゆる匿名化技術
及びその技術によって加工されたデータ
の特徴・性質等について，詳細な報告書
を取りまとめている．本報告書には，いわゆる匿名化デー
タの取扱いに関する制度設計を具体化する上で，技術的
観点から極めて有益な方向性を示唆しているものと思わ
れる．

以下に，「技術検討ワーキンググループ報告書 （16）」の
概要を示すが，正確に理解をして頂くため，報告書本体
に一読して頂くことを推奨する．
①  検討にあっての前提となる考え方，用語の定義等（表

4，図 2）
現行法の「容易照合性」の要件とは独立して検討 ㅡ
個人識別性については，「特定」と「識別」に分け ㅡ
て議論

　 　ここで，「特定」とは，「ある情報が誰の情報であ
るか分かること」．「識別」とは，「ある情報が誰か
一人の情報であることが分かること（明日情報が誰
の情報であるか分かるかは別にして，ある人の情報
と別の人の情報を区別できること）」
個人情報を加工することにより作成される情報の ㅡ
定義

② 検討結果の概要
いわゆる匿名化と考えられていたもの（識別特定情 ㅡ
報（個人情報）を識別非特定情報または非識別非特
定情報への加工すること）の技法は多種多様であ
る．通常は，それらを組み合わせて用いる．
識別非特定情報から個人を特定できることや，非識 ㅡ
別非特定情報からは当初想定できなかった特定の
個人の情報が抽出される可能性は排除できない．
いかなる個人情報に対しても，識別非特定情報や非 ㅡ
識別非特定情報となるように加工できる汎用的な
方法は存在しない．反対に，個人情報の種類・特性
や利用の目的等に応じて技術・対象を適切に選ぶこ

とにより，識別非特定情報や非識別非特定情報に加
工することは不可能ではない．
個人情報の第三者提供については，提供者・受領者 ㅡ

（第三者）による特定化・識別化が禁止されること
を前提に，ある範囲で，個人の特定性・識別性を低
減している個人情報を第三者に提供することを可

図1　	第 63回 IT 総合戦略本部	資料 2-1：パーソナルデータの利活用に関
する制度見直し方針（案）概要

図2　	匿名化に関する用語の関係性	
（図は「技術検討ワーキンググループ報告書」より抜粋）

表4　	いわゆる「匿名化」技術により加工・作成される情
報のカテゴリー

用語 用語の説明

識別特定
情報　　

個人が（識別されかつ）特定される状態の情報（そ
れが誰か一人の情報であることが分かり，更に，そ
の一人が誰であるかが分かる情報）

識別非特
定情報　

一人一人は識別されるが，個人が特定されない状態
の情報（それが誰か一人の情報であることが分かる
が，その一人が誰であるかまでは分からない情報）

非識別非
特定情報

一人一人が識別されない（かつ個人が特定されない）
状態の情報（それが誰の情報であるかが分からず，
更に，それが誰か一人の情報であることが分からな
い情報）



Technology Reviews and Reports解 説

58 通信ソサイエティマガジン　No.29  夏号 2014

能とする方法が必要である．
本技術検討ワーキンググループの検討結果を踏まえ，

制度見直し方針では，「個人データを加工して個人が特
定される可能性を低減したデータの個人情報やプライバ
シー保護への影響を留意した取扱い」について，個人情
報及びプライバシーへの影響並びに本人同意原則に留意
しつつ，第三者提供における本人の同意を要しない類型，
当該類型に属するデータを取り扱う事業者（提供者及び
受領者）が負うべき義務等について，所要の法的措置を
講ずること，が盛り込まれた．

4 おわりに
本稿で概観したとおり，ここ数年，パーソナルデータ

についてのプライバシー保護と利活用促進に関する議論
が活発化している状況である．我が国においても「パー
ソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」が決定
され，今後本格的な制度設計が行われる段階となって来
ている．

データの流通は，国境を超えグローバルに展開される
ものであることから，我が国の国民のパーソナルデータ
が世界中に拡散することになって，個人情報やプライバ
シーの侵害といった不利益が生じることがないように留
意しつつ，また，プライバシーの保護に偏ることなく，
パーソナルデータを適切に活用することによる国民全体
の利益や利便性の向上といった観点の重要性に鑑み，速
やかに制度の詳細化について検討を行っていくことが必
要である．その際，消費者の方々に十分な理解が得られ
るよう，適切な対応を行っていくことも併せて重要であ
ると考える．（なお，本稿における意見等に関する部分
については，筆者個人としてのものであり，所属する組
織等とは無関係である．）
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1．はじめに
今年 1 月にサッカーセリエAのACミランへの移籍を果

たした本田圭佑選手へのインタビューで，笑顔や身振り手
振りでごまかすわけでなく，彼は言いたいことをしっかり英
語で答えていた．ボキャブラリーも結構豊富で，discipline

（規律）というような言葉がすらっと出て来ていたのに驚い
た人も多いのではないだろうか．ただ，これは特殊なケー
スではなく，あらゆる分野でグローバル化に伴い英語が身
近で不可欠になってきているという証なのであろう．

さて，エリクソンは世界 180 か国にビジネスを展開し
ている典型的なグローバル企業である．本社はスウェー
デンにあるが様々な国籍の社員が働いているため，社内
公用語は英語になっている．実際，ドキュメントは全て
英語であり，社内のイントラネットも英語，メールやミー
ティングも共通語が英語以外にない場合は英語，仕事で
使用する Word や Excel，キー配置などの PC 環境も英
語ベースとなっている．社内教育も基本全て英語で行う
ことになっている．最近はイントラネットでのオンデマ
ンド Web キャストも充実しており，自分で様々なことが
勉強できるが，全て教材や講師の言語は英語になってい
る．このような環境は，特に日本で育ち日本語を母国語
とする人間にとっては苦労する面も多い．

そこで本稿では，グローバル企業の実用英語につい
て，筆者自身のエリクソンでの経験を通して得た知見と，
様々な立場の社内同僚からの知見，コメントをいわば
crowdsourcing の形で述べたい．

2．日常の仕事での会話
エリクソンの場合，ローカル化が徐々に進められている

が，日本のオフィスにおいても日本語を理解できない社員
も多い．また，本社のあるスウェーデンをはじめ様々な国
から出張ベースで来訪している人も多いので，日常の仕事
も英語で話をする機会は多い．当然，筆者らが海外のオフィ
スに出張するときも全て英語で仕事を進めることになる．

日常会話で重要なのは，日本語で話をする場合よりも
主語，述語などの文章の組立をはっきりさせるということ
であろう．言語の問題というよりは，様々な国籍，背景の
人たちがいる中で以心伝心ということは余り期待できず，
明確に話をしないと真意が伝わりにくいという事情があ
る．一方で，英語を外国語として使用する人が多いこと
もあり，文法的な厳密さは余り求められない．その辺りは
英語を母国語としている人たちも十分理解しており，い

わゆる broken English もある程度通用する．多少 broken

でも，人同士のつながり，信頼関係があった方が仕事を
進めやすいので，仕事以外の雑談も含めて，普段からな
るべく関係を築いておくというのも重要なのであろう．

実用英語という観点からは外れるが，グローバル企業
では様々な国の様々な母国語の人たちが一緒に働いてい
る．そうした中で，相手の母国語で挨拶をしたり「あり
がとう」と言うだけで親しみが湧き，それ以降の話がス
ムーズに進むということもある．

英語では敬語のような上下関係を前提とした言い回し
がほとんどないので，ストレートに言いたいことを言いや
すいという面がある．例えば上司と部下の関係であっても，
自分の意見は言いやすく対等に話ができる．この点は，純
粋な国内企業の日本人の上司と部下の場合とはかなり異
なると思われる．社内では，ポジションに関わらず人に呼
び掛けるときにはファーストネームを使うのが基本となっ
ている．社長も例外ではない．ただ，日本では名前に「さ
ん」を付けるという習慣が世界的に知れ渡り，英語で話を
する場合にも，日本人に対しては苗字，親しい間柄では
ファーストネームに san 付けで呼ぶのが一般的となってき
ている．これは顧客対応の面でも浸透しており，外国人ス
タッフは日本人のお客様を苗字に san 付けで呼んでいる．

さて，電話で話をするのは対面の場合よりも難しく，
より一層明確に発音して要点を簡潔に伝える必要があ
る．携帯電話や VoIP を使った場合には音質が劣化する
ことがあり，よく聞き取れない場合も多い．特になまり
の強い英語の場合には，お互いに理解するのに想定外の
時間が掛かる．また，人名とか地名のスペルを伝えるよ
うな場合に，アルファベットの読みが伝わらない場合が
ある．例えば，I を「アイ」ではなく「イー」と発音さ
れるとさっぱり分からない．このような場合には，メー
ルとかチャットに切り換えるのが手っ取り早い．

3．メールの英語
エリクソンのようなグローバル企業で地理的に離れ

た者同士のコミュニケーションは，日本とスウェーデン
のように国際間のケースも多くなるため，どうしても電
話よりもメールを使う機会が多くなる．したがって，メー
ルは非常に重要な役割を果たす．

メールは通常 Hello xxx，Hi xxx とか Dear xxx などの
書き出しになる．多人数に出すときには，Hello とか Hi

だけ，あるいは Hi All とか Hi Team とかになる．通常は
挨拶言葉は書かないので，その後いきなり内容を簡潔に
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書く．顧客へのメールでも，一般に「お世話になります」
のような表記はしない．メールの最初に自分の名前を書く
ということもない．メールの最後は，Best Regards（ある
いは略して Regards）とか Cheers と名前ということになる．

メールは単刀直入に，分かりやすく書くことが重要で
ある．ただ，日本人のように英語が母国語でない場合は
豊富な表現力がないので，逆に極端に直接的な言い方に
なってしまうことがある．例えば何かを依頼するときに，
時にぶっきら棒な命令調になってしまって相手に不愉快
な思いをされることもある．文脈にもよるが，依頼する
ときには “We need xxx” とか “Please send me xxx” と書く
と脅迫めいて受け取られる場合もあるので，“Will you 

please xxx” とか “I would appreciate if you can xxx”，“It 

will be highly appreciated if you can xxx” のように書くの
が無難である．英語と言えどもその辺りは留意する必要
がある．一般に，英語を母国語とする人は表現力が豊か
であり，“I am taking the liberty of xxxx” や，“Please al-

low me to xxxx” というような遠回しな言い方で依頼文を
始めたり，“Thank you very much for your kind help in ad-

vance.” などのある程度丁寧な文章を書くこともある．

4．会議の英語
様々な背景の人たちが参加する会議では，自分の言い

たいことをはっきりと発言することが重要である．英語が
上手でなくても確信が持てなくても，とにかく発言するこ
とが重要だと考えている人たちも多い中で，どうしても日
本人の発言機会は少なくなる傾向にある．一般に日本人
は自分の発言に対する相手の反応を読んでからしゃべる
など，慎重な面があり，これによって発言のタイミングを
失うということがよくある．ただ，会議で黙っていると，
不審がられたり無能であると思われる可能性もある．教
育制度や文化的背景もあって議論，ディベートに慣れて
いないのは仕方ないとして，多少確信が持てなくてもと
にかくしゃべり出して，しゃべりながらうまく意思を伝え
るというような習慣が必要ではないかと思われる．物おじ
せずに話をする，間違いを気にしない，通じなかったら
相手が悪いくらいの図太さが要求される．一方，相手の
英語が分かりづらくても，それで意思疎通を諦めずに，
真意を探ろうとする姿勢も必要であろう．様々な背景の
人たちとコミュニケーションをとりながら仕事を進めるた
めには，自分の行動や態度も変えていく必要があるのか
もしれない．日本語に比べて英語では曖昧な表現が少な
いので，yes/no という意思表示をはっきり出さざるを得な
いという特徴もある．はっきり答えないと，“Yes or no?”
と答えを迫られることもある．結果的に会議の結論も明
確であり，仕事を進める上での効率が上がるという面も
ある．これは英語を使うことのメリットかもしれない．

さて，yes/no に関しては，“Isn’t it possible?” や “Didn’t 

they come here?” 等の否定疑問に対する答えで間違うこ
とがある．“Yes.” と答えると，正しい英語では，前者は

「可能である．」後者は「彼らは来た．」となる．日本人
や英語を母国語としない人々は，その逆に答える場合が
少なくない．その場の表情等で明らかであれば問題ない

が，否定疑問に対する受け答えは，できる限り言葉を補っ
て，“No, it is not possible.”，“Yes they came here.” の よ
うに表現すると間違いを回避できる．

社内の会議は一般に議題や目的ははっきりしている
が，かなりインフォーマルな形で進められる．参加者を
リラックスさせるために，会議の最初にちょっとした冗
談などのいわゆる ice breaker を入れることもよくある．
ほかの参加者に余り気を使うとことはなく，自由に発言
することができる．英語を使っていると，会議で口論に
なっても，不思議と人間関係に影響することはない．

さて，社内では電話会議も多いが，やはり音質の問題
があり，発話者の表情が見えないということもあり苦労
するケースが多い．最近は音質の良いビデオ会議が多く
なり，また電話会議の音質が向上したこともあって「難
聴」問題は改善されているが，会議の結果を議事録など
の文章で確認することも重要であろう．

5．通訳，翻訳
日本では，まだまだ顧客から会議や資料は日本語でと

いう要望も強い．そのため，エリクソン・ジャパンには社
員として専門の通訳，翻訳者がいる．最近は会議などで
は同時通訳をしてもらい，非常に重宝している．中途半端
なレベルの英語で会議を行うよりは，はるかに効率が良い．

通訳者は英語能力だけではなくある程度の専門知識
も有し，非常にレベルが高い．それでも，ミスはある．
ある顧客との通訳を介した会議で誤解を生じ，それが装
置の仕様関連だったために 2 か月間も必要でない無駄
な開発を行ったというような例もある．このような過ち
を防ぐためには，通訳者と可能な限り事前にミーティン
グを実施して資料を共有し，内容，表現，専門用語など
について理解してもらうと同時に，英語の単語の統一な
どの準備を行うことが重要である．通訳は音声や画像の
トランスコーダのような存在である．図1に示すように，
できるだけトランスペアレントに内容が対話者双方に伝
わることが望ましい．どれだけトランスペアレントな通
訳を行うかによって，会議の成果にも影響する．

通訳者へのブリーフィングが，頭の整理など通訳使用
者にとっても役立つ場合がある．また，通訳者が疑問に
思う点は，実際会議で質問される可能性がある．例えば，
資料のグラフに数字のみが書かれていたため通訳者がそ
の単位が何かと聞いたところ，本番会議で顧客から正に
同じ質問が上がり，準備していた回答ができたという
ケースがあった．

図 1　通訳への期待
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なお，一般の会議は通訳者がいても問題ないことが多
いが，会食の場合は難しい．会食は本音を探るため，フ
ランクな雰囲気の中で話すことに意味があるが，通訳者
を介すとどうしても話が改まってしまい，会食ならでは
の良さが生かし難い．逆に，このような場合十分に空気
の読めるベテランの通訳者が必要ということになる．

翻訳者を使用する場合も，以前行われた同様の翻訳例
や参考資料，また専門用語や決まった表現はできる限り
提供するなどに留意することが有効である．事後に翻訳者
にフィードバックを与え，翻訳者が次回効率的に対応でき
るようにしておくのも効果的である．最先端の技術を扱う
場合，最新のグローバル標準など既訳が存在しない文献
を扱うことが多く，勝手に訳語を作ったり，他社が商標登
録している言葉を使用させないなど留意する必要がある．

6．様々な国民性，なまり
グローバル企業で英語を公用語として使っていると

いっても，国籍，背景などによって使う単語や表現が異
なっていて，コミュニケーションが難しい場合がある．
例えば，米国に留学したり米系企業に勤めていた経験が
ある人が，そうでない人の中で自分の英語表現が通じな
かったり，相手が使っている単語や表現が分からないと
いうようなこともある．結論を最初に伝えるのがよいと
される環境で育った人と，そうでない人とのコミュニ
ケーションでもうまくかみ合わない場合がある．英語を
母国語としない人々が多い場合，様々ななまりや特殊な
言い回しに悩まされることがある．例えば，全く知らな
いシステムについてインドなまりの早口英語で説明され
て，理解できずに悩んだというような話はよく聞く．フ
ランスなまり，フィンランドなまり，中国なまりなど，
いろんななまりがあり，慣れるまでに時間が掛かる場合
がある．もちろん，不要な母音が一杯付く日本なまりも
ある．自分では意識していないが，筆者も「関西弁の英
語」をしゃべっていると言われることがある．ただ，もっ
とやっかいなのは英語を母国語とする人のなまりかもし
れない．スコットランドなまりやアイルランドなまりは
かなりやっかいだ．

一般にスウェーデン人の英語はなまりが少なく，日本人
には非常に分かりやすい．ただ，時々特殊な表現を聞くこ
とがある．例えば，文章の中で “…see to that …” というの
は“…make sure that …”という意味である．また，スウェー
デン語では V と W で発音上の区別がないので，VLAN と
WLAN が同じ発音になることがある．ドイツ語などと同
様に，J が英語の Y と同じ発音になる．loose と lose や
were と where が混同されて使われているなども，非常に
一般的である．一方，スウェーデン語と英語の間の壁は
非常に低いようで，英語で議論をしていて，議論が白熱
して突然途中からスウェーデン語になってもスウェーデン
人はしばらく気が付かないというようなことはよくある．

7．英語の重要性
改めて言うまでもないが，企業で仕事を進めるために

は円滑なコミュニケーションは不可欠である．グローバ
ル企業では，英語がその手段となる．例えば，本社との
やり取り，交渉なしに仕事が進められない部署だと，英
語力の差で仕事の成果が変わってしまうこともある．そ
れが評価につながり，ポジションや給料にまで影響する．
そういう意味では，英語は非常に重要である．

エリクソンに関して言うと，日本人社員の英語のレベ
ルは総じて高い．例えば，総合商社から転職して来た人
の感想として，日本で育って教育を受けた社員の英語レ
ベルもかなり高いということである．商社でもやはり日
本企業では当然，全てのコミュニケーションは日本語で
ある．海外のほとんどの国に現地支店，駐在員事務所を
置く商社でも，ほとんどの意思決定は日本人同士でなさ
れており，高いレベルの英語力が必ずしも要求されない．
一方で，グローバル企業では，英語でのコミュニケーショ
ンが人的リソースをフル活用する，という意味でも重要
だということであろう．

最近，日本企業でも社内公用語として英語を使うとこ
ろが出て来ている．これらの企業はやがて世界に通用す
るグローバル企業になろうとしている．グローバル企業
になって，各国現地の社員をフル活用するという目標が
あるとすれば，このような社内英語化の流れは間違いで
はないと考えられる．慣れるまで仕事の効率は落ちるか
もしれないが，そのような犠牲を払ってでも果敢に挑戦
する姿は頼もしい．

8．おわりに
本稿では，グローバル企業における英語利用の実態に

ついて，様々な観点から述べた．これからグローバル企
業に就職，転職を検討されている方々，グローバル企業
とお付き合い頂いている方々のお役に立つことがあれば
幸いである．

ここに述べたようにいろいろ苦労することはあるが，
様々な背景の人たちと同じゴールを目指して協力するこ
とは大変有意義であり，日々発見も多く楽しいものであ
る．英語という共通のツールに慣れ，より有効に使うヒ
ントを知っておくことで，コミュニケーションが更に豊
かなものになる．

最後に，本稿執筆に当たり様々な観点からインプット
を頂いたエリクソン・ジャパン同僚の方々に深謝する．

藤岡雅宣 （正員）
1998 に 日 本 エ リ ク ソ ン 入 社．
IMT2000 プロダクト・マネージメン
ト部長や事業開発本部長として新規事
業の開拓，新技術分野に関わる研究開
発を総括．2005-02 からチーフ・テク
ノロジー・オフィサー（CTO）．1978	
KDDに入社し，研究所においてネット
ワーク技術の研究に従事．1993からは，
本社で新規サービス用システムの開発
を担当．1985 本会学術奨励賞，1991	TTC 表彰，1996 新 ITU 協
会賞各受賞．1997 阪大工博．執筆：「ISDN絵とき読本」，「ワイヤ
レスブロードバンド教科書」（いずれも共著）など．
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歴史ある街，ボストン1
ボストンの街を説明するには「古い」という形容

詞が最も似つかわしい．ボストンはアメリカ合衆国
北東部の 6 州を合わせた「ニューイングランド」
の経済的，文化的な中心都市である．このニューイ
ングランドという呼び名は， 1620 年にイギリスの
ピューリタンがこの地に移住を始め，植民地を設立
したことによる．ボストンでは 18 世紀，アメリカ
独立戦争のきっかけとなった数々の出来事が起こっ
た場所に今でも訪れることができる．イギリス本国
が課した税にボストン市民の不満が爆発， 州議事堂
前での駐留イギリス兵との衝突中に市民 5 名が射
殺された「ボストン虐殺事件」（1770 年）の現場
は今では最も有名な観光地の一つになっている（図
1（a））．イギリス政府からアメリカでの茶の独占
販売権を与えられた東インド会社の船を襲撃し，ボ
ストン港に 342 箱の紅茶の茶箱を投げ捨てた「ボ
ストン茶会事件」（1773年）を再現したアトラクショ
ンも有名である．こうしたアメリカの独立，建国に
まつわる史跡はボストンの中心地に集結しており，
この一つ一つが一続きの赤い線で結ばれている．こ
れは全長 4 km ほどのフリーダムトレイルと呼ばれ 
徒歩で一周できるようになっている（図 1（b））．

アメリカを旅したことがある方ならお分かり頂け
ると思うが，アメリカにおいて 17 世紀や 18 世紀の
言及があるというのは実は相当に珍しいことである．
何しろ「独立宣言」が読み上げられアメリカの国が
生まれたのが 1776 年 7 月 4 日，日本で言えば江戸
時代も後期である．こうしたこともあって，ボスト
ンには数多くの「アメリカ最古」が存在する．

フリーダムトレイルの起点でもあるボストンコ
モンは，アメリカ最古の公園であり，その隣のパブ
リックガーデンおいて 1877 年から営業しているス
ワンボートはアメリカ最古であるだけでなく世界最
古，ここが発祥の地である（図 1（c））．（ちなみに
東京の不忍池やら井の頭公園でお目に掛かれるスワ

ンボートと違って相乗りであり，船頭さんが漕いで
くれる．）

また，Union Oyster House というシーフードレ
ストランは現存する最古のレストランとして観光客
に人気である．

2013 年にメジャーリーグベースボールのワール
ドチャンピオンに輝いたボストンレッドソックスの
本拠地フェンウェイパークも，これまた現存するア
メリカ最古の球場である（図 2）．都市に無理やり建
てたいびつな形状のため，レフト側の距離が短い．
このためホームランが容易に出ることを防ぐために 
グリーンモンスターと呼ばれるうんと高い壁がレフ
ト側に築かれている．客席の前後の間隔も短く，高

ⓒ電子情報通信学会2014

（a）　　　 　　　　（b）　　　 　　　　（c）

図 1　	（a）ボストン虐殺事件が起こった旧州議事堂前．（b）
ボストンコモンのフリーダムトレイルの起点．赤い
線に沿って歩けば名所を一巡できる．（c）パブリッ
クガーデンの元祖スワンボート

図 2　	フェンウェイパーク，地元レッドソックス v.s．宿敵
ニューヨークヤンキース．球場の狭さを補うために
レフト側のフェンスが非常に高い．

東京大学　川原圭博　Yoshihiro Kawahara
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いチケット代を払って内野席を取っても「あり得な
い」場所に立つ柱で視界がばっちり妨げられること
も……．それでも市民に深く愛された球場で，「宿敵」
ニューヨークヤンキースとの対戦はチケットの値段
もぐんと跳ね上がる．夜風に当たりながら，本場の
ヤジをつまみに，独立戦争の立役者の名が付いた地
ビール「サミュエル・アダムス」をあおるのも 100
年間以上続くボストンの夏の風情というものである．

未来の産地，ボストン2
ボストン近郊には，アメリカ最古の大学である

ハーバード大学をはじめ，マサチューセッツ工科大
学（MIT），タフツ大学，ボストン大学，マサチュー
セッツ大学など，そうそうたる大学が密集している．

ハーバード大学が位置するのはケンブリッジと
呼ばれるボストンから見てチャールズ河を挟んだす
ぐ反対側の対岸の街である（図 3）．ボストン市内
か ら 地 下 鉄 Red line に 乗 っ て 10 分 少 々 で，
Harvard 駅に到着する．駅を降りると高層ビルが
建ち並ぶボストン中心地とは全く異なる雰囲気の街
並みが目に飛び込んでくる．小さな商店やカフェ，
ブティックに溶け込むようにして，ハーバード大学
の古めかしい建物が点在する．大学寄贈者のジョン・
ハーバードの像があるハーバードヤードはボストン
観光の人気の観光名所の一つでもある．触れると幸
運が訪れると言われる像の爪先は，観光客の手によ
りいつもピカピカに磨き上げられている（図 4）．

ハーバード大学から約 3 km 離れた場所にある
MIT は，総合大学のハーバード大学に比べると生
徒数もキャンパスのサイズも小さいが，ノーベル賞
受賞者の数はハーバード大学を上回る．マサチュー
セッツ工科大学という名前からしていかにも公立大
学のように聞こえるが，ハーバード大学と同様私立
大学である．東海岸の大学というといかにもスノ
ビッシュであるが，こと情報系に関してはリベラル
で，フレンドリー．学生が親子ほど年の離れた指導

教員をファーストネームで呼ぶのを見るとこちらが
ハラハラしてしまう．

京都大学の折田先生像よろしく，MIT には学生の
手によって仕掛けられた凝ったいたずら（Hack）が
キャンパス内に突如現れることもある．関係者の度
肝を抜いた歴史上最も有名な Hack は， キャンパス
の一番のシンボルであるグレートドーム（図 5）の
上にパトカーが置かれていたこと．本物のパトカー
が盗まれたとあっては治安上の一大事ということで
一時は警察が出動する騒ぎとなったが，よく見ると
巧妙に作られたハリボテのパトカーであったそうな．
誰がどのようにして運び込んだか不明であるが，御
丁寧に解体手順を説明したマニュアルが用意されて
いたとか．大学側の対応も粋で，このとき飾られて
いたパトカーはコンピュータ科学・人工知能研究所

（CSAIL）が入居する Stata Center にて保存されて
おり，誰でも見ることができる（図 6）．無料のキャ
ンパスツアーに参加すれば案内してくれる．

ハーバード大学と MIT は，両校合わせて 150 名
以上のノーベル賞受賞者を輩出しており，世界屈指
の知の拠点として機能している．情報通信分野では
シリコンバレーを中心としたスタンフォード大学，
カリフォルニア大学バークレー校の存在感が非常に
強い．確かにシリコンバレーは起業家にとって最高
の環境である．才能のあるものが世界中から自然と
集まり，起業のバリアが低い．そして何より，年中
気候が良い．起業家だって孤独で不安になることも
ある．誰も実現したことのない，そして，成功率の

図 3　	ケンブリッジからチャールズ河とボストン市街を望
む．大学所有の小形ヨットは大学関係者なら乗れる．

図 4　	ハーバードヤードにてジョン・ハーバードの像に「お
参り」する観光客．

図 5　MIT のグレートドーム
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すこぶる低い大きな挑戦をする起業家は当然悩みや
迷いがあって当然だ．しかし，カリフォルニアの太
陽とカラッとした空気は，それだけでちっぽけな悩
みを吹き飛ばしてしまうほどの不思議な力があるよ
うに思う．（ボストンは，夏は比較的涼しいが，冬
は河も凍るほど寒い！）

そんなハンデ（？）を背負ったボストンであるが，
そこは米国最古の都としての底力，実は多くの重要
な技術やビジネスを生み出している．例えば，情報
理論の開祖クロード・シャノンは MIT の卒業生で
ある．修士論文はディジタル回路・論理回路の概念
の確立に大きく寄与したと言われている．パロアル
ト研究所でイーサネットを発明したロバート・メト
カーフも MIT において ARPANET の接続責任者を
経験しており，ALOHAnet の改善を行ってハーバー
ド大学から博士号を授かっている．そして，現在世
界最大手の CDN 事業者である Akamai の CEO ト
ム・レイトンは，MIT CSAIL の教授であり，共同
創業者のダニエル・ルウィンはその教え子である．
ロボット掃除機のRoombaもMIT発祥だ．ハーバー
ド大学の学生であったマーク・ザッカーバーグが同
級生たちとフラタニティ（寮）にて Facebook の
開発を始めたことは，映画にも詳しく描かれている
ので御存じの方も多いだろう．Dropbox の創業者
ドリュー・ヒューストンもまた MIT CSAIL の卒業
生である．

ボストンの食文化3
一般的に言って，アメリカの外食事情は余り良い

ものではない．端的に言えばまずい．ただし，アメ
リカ人もそれなりに美食家はいて，現地の人がおい
しいというお店は本当においしい．最近では Yelp!
などのレビューサイトが充実しているのでこうした
サイトで評判を確認して訪れれば旅行者でもある程
度おいしいものにありつくことができる．

そもそもボストンはアメリカの中でも食に関し

ては恵まれている方である．ボストンから北のメイ
ン州そしてカナダにかけての大西洋沿岸に良好な漁
場があり，一大消費地ボストンには新鮮なシーフー
ドがたくさん集まってくる．最も有名なシーフード
はロブスターであろう．車でメイン州の漁港まで足
を伸ばせば，水揚げしたばかりのロブスターをその
場でゆでて食べられる場所も多くある（図 7）．

ボストン産のマグロやウニは築地市場において高
値で取引されている．ウニはボストンで加工されて
から日本に輸出されているため，運が良ければ日本
よりも新鮮なものを食べることができる．初夏には
脱皮したてのワタリガニであるソフトシェルクラブ
が店頭に並ぶ．セモリナ粉をまぶしてオリーブオイ
ルで甲羅ごと唐揚げにすると最高のつまみになる．

忘れてはいけないのが牡蠣とクラム．クラムは蛤
のような二枚貝でボストン名物クラムチャウダーの
原料となる貝．クラムチャウダーは各レストランが
秘伝のレシピを競い合っており，各店で少しずつ違っ
た味を楽しめる．殻をむいたクラムを生で食べるの
もなかなか美味である．クラムは船のバラスト水に
混ざって運ばれて来て，今では東京湾でも多く繁殖
している．日本ではホンビノス貝と呼ばれ東京や千
葉のスーパーや鮮魚店の店頭に並んでいることもあ
る（東京湾産もボストン産と同じぐらいおいしい）．

ボストンのチャイナタウンのレストランでは手
頃な値段でおいしいシーフード料理を食べられる．
リーガルシーフードは市内で最もよく見掛けるシー
フードレストランであるが，チェーン店と侮ること
なかれ．比較的良心的な値段で正統派のシーフード
料理を楽しむことができる．

ケンブリッジの MIT やハーバード大学のそばに
は個性的なレストラン，カフェ，バーが多くある．
Kendall/MIT 駅から北に徒歩 5 分ほどの所にある
カフェ Voltage のエスプレッソは大変おいしい．隣
駅 Central 駅のそばにはスコーンやコーヒー，アイ
スクリームのおいしい Toscanini’s というカフェが
あり根強いファンが足しげく通っているという．

図 6　	Hack に使われたパトカー．いたずらもスケールが
違う．

図 7　	殻ごとゆでたロブスター．溶かしバターで食べるの
がアメリカ流．
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ハーバード大学の OB が開いた Finale のケーキは，
アメリカにしてはとても珍しく甘さ控えめで，日本
人駐在者の間でもとても人気である（通常アメリカ
のケーキは砂糖たっぷりでしびれるほど甘い．）

MIT 関係者との打合せの後，軽く一杯やりたけ
れば，学内にある Muddy Charles Pub がよい．
MIT 関係者がいれば入店でき，地ビールを安く飲
める．Central 駅の Brick & Mortar も筆者のお気
に入りのバーである．

全米に展開しているドーナツのチェーン店ダンキ
ンドーナツはマサチューセッツ州が発祥．日本で多
く展開しているミスタードーナツも実はボストン発
祥で現在はダンキンドーナツの運営会社の資本下に
ある．アメリカ最古のホテル Omni Parker House
のバーのボストンクリームパイもボストン発祥のデ
ザート．スポンジにカスタードクリームをサンドし
て，チョコレートでカバーしたケーキである．

現在，アメリカ西海岸とニューヨークには非常に
レベルの高いラーメン屋が数件出店しており，どこ
も長蛇の行列ができている．京都にある「夢を語れ」
は太麺に野菜や煮豚を豪快に盛りつけたいわゆる

「二郎インスパイア系」の有名なラーメン店．2012
年にケンブリッジの Porter Square に海外 1 号店
をオープンした．こちらのお店もオープン以来行列
が途切れることがないほどの人気店で，MIT でも
学生の間で「Porter のラーメン屋行った？」が挨
拶代わりになっていた時期もある．物珍しいだけで
なく実際掛け値なしにおいしい．二郎系のお店は
トッピングをアレンジするための独特の掛け声

「コール」が有名だがケンブリッジの Yume Wo 
Katare でも健在だ．店主が「ニンニク入れます
かっ？」と元気良く日本語で聞くと，お客のアメリ
カ人もニッコリと「Garlic and Extra Vegetable !」

（ニンニクヤサイマシ !）と切り返しているのを聞
いたとき，これは，何だかアメリカのラーメン史に
新たな 1 ページが刻まれた瞬間に立ち会えたよう

な気がした（図 8）．

まとめにかえて4
ハーバード大学の MBA（経営学修士）のコース

に 2 年間通うには学費と生活費を合わせて 2,000
万円ほど必要だ．既に入学前に年収 1,000 万円前
後の会社のポジションを捨てて入学する人も多いの
で給料の損失を加えると 4,000 万円程度「回収」
できないと MBA を取る意味はなくなる．だから学
生も必死になるし，かなり真剣に人生を設計する．
大学の宿題の量はすさまじく，卒業するのも楽でな
い．そんな難関をくぐり抜けたからこそ，卒業でき
さえすれば，初任給 2,000 万円のポジションに就
くこともそれほど困難でないとも言われる．しかし，
それでも目先の利益を追うのではなく「自分のやり
たいこと，自分にとって意味があること」を選び，
貫く生き方が「粋」とされている．

筆者も MIT 訪問中に，起業家や起業準備中の学
生に多く出会った．ボストンには大きな夢を持つ者，
夢の実現に手を貸してくれる仲間が集まり，そして
彼らの起業を後押しする「空気」がそこら中に満ち
ている．前述の Dropbox の創業者ドリュー・ヒュー
ストンが，Dropbox の最初のコードを書き始めた
のは，ボストンの South Station の待合室でニュー
ヨーク行きのバスを待っていたときであったとい
う．イノベーションはこの街の至る所で起きている．

ケンブリッジのラーメン店「夢を語れ」の壁には
大小様々な額が飾られている．店主の西岡さんの究
極の夢は「全人類の夢の実現」．夢を語る人を増やし，
壁をたくさんの人の「夢を描いた額」で埋め尽くし，
それぞれの夢を後押しできるような場にしていきた
いのだという．そう遠くない将来，この小さなラー
メン屋も未来誕生の舞台となるかもしれない．

謝　辞　有益な情報を頂きました，橋本道尚さん，
新山龍馬さん，岸本早苗さん，Yuki Wen さん，河
上春樹さんに感謝致します．

川原圭博 （正員）
2011～ 2013にかけてジョージア工科
大及びMIT	Media	Labにてインクジェッ
ト印刷技術を用いたエナジーハーベス
ティングデバイスを共同開発．この間，
週末は料理に没頭．現在，東京大学准教
授．

図 8　	Yume	Wo	Katare の注文プロトコルの説明と「Extra	
VegeTable」
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�はじめに
2013 年 2 月 19 日に奥村善久氏（元日本電信電話公

社電気通信研究所移動無線研究室長，現金沢工業大学名
誉教授）が，『世界初のセルラー電話ネットワーク，シス
テム及び標準規格に対する先駆的貢献』により，米国の
研 究 機 関 で あ る 全 米 工 学 ア カ デ ミ ー（National 
Academy of Engineering）が表彰する「2013 チャール
ズ スターク ドレイパー賞（2013 Charles Stark Draper 
Prize）」を受賞した．チャールズ スターク ドレイパー賞

（以下，ドレイパー賞）は，全米工学アカデミーが工学分
野の発展に貢献した人物へ授与するもので，工学のノー
ベル賞とも呼ばれており，同氏のドレイパー賞受賞は，
日本人研究者として初めての快挙である．

奥村氏は，1947 年に金沢工業専門学校（現金沢大学理
工学域）を卒業し，同年商工省（後の通商産業省，現経済
産業省）へ入省．その後，1950 年に電気通信省電気通信
研究所へ入所した．同研究所は，1953 年に日本電信電話
公社（以下，電電公社）の電気通信研究所（1971 年より武
蔵野電気通信研究所．以下，通研）へ移行するが，同氏が，
この通研において長年にわたり研究を行った陸上移動無
線方式における電波伝搬特性の解明と電界強度推定法の
確立，及び本格的な商用自動車電話サービスの実現を目
指して研究開発を行った 800 MHz 帯セルラ方式による
新方式の構想が，国内初にしてかつ世界初のセルラ電話
の誕生に欠かすことのできない先駆的貢献であったこと
が，今回の同氏へのドレイパー賞表彰の理由となった．
同氏は，電電公社を退職後，1979 年に金沢工業大学の教
授に就任し，2000 年より同大学名誉教授となられている．

本開発物語は，2013 年 12 月に本会 APMC 国内委員会

が主催したマイクロウェーブワークショップ MWE2013
の特別セッション （1）において，奥村氏をはじめとする日本
の自動車電話・携帯電話の黎明期から成長発展期に至る
システムの研究開発に活躍された方々が講演された際，
同セッションの座長を務めた筆者が，奥村氏の講演内容
及び同氏へのインタビューを元に，上述のドレイパー賞表
彰理由となった同氏の業績につながる研究開発の経緯を
述べたものである．以下，物語は今から 63 年前に電気通
信省電気通信研究所へ入所した奥村氏が電波伝搬に関す
る基礎研究に着手したところからスタートする．

� �移動通信ネットワークを支える�
「奥村カーブ」

電波伝搬の基礎研究
1950 年に電気通信省電気通信研究所の電波課に配属

された奥村氏は，戦後の新しいマイクロ波中継回線シス
テムを作るために，4 GHz 帯の固定無線回線における
電波伝搬の研究に従事し，神奈川県大楠山でフェージン
グ＊ 1 の発生に関する詳細な測定実験を行った（図 1）．
その後，当時埼玉県入間郡大井村（現ふじみ野市）にあっ
た電波観測所へ赴任することになり，そこで約 2 年間，
短波電波伝搬の研究を行った．短波の遠距離伝搬におけ
る大地への垂直面入射角特性を解明するため，自ら製作
した小形発振器を気球に取り付け，高さを変えながら地
上の二つの受信アンテナの垂直面内指向特性を測定し，
その指向性比により対米遠距離短波回線における電波の
入射角の測定実験を 1951～1952 年にかけて行い，入
射角と伝搬特性の関係を導き出した （2）．研究を続けてい
たある日，同氏は東京・神田の古書店で，1943 年頃，
電気通信学会雑誌に連載された短波フェージングの統計
理論に関する仲上稔氏（国際電気通信，後に神戸大学）
の記事を偶然見付け，少し値の張る会誌のセットを思い
切って購入，電波伝搬フェージングに対する統計的処理
とその理論の重要性を学んだ．

1956 年，通研の無線課へ配属替えとなった奥村氏は，
1957～1961 年にかけて山岳回折を用いる見通し外長距
離テレビジョン伝送方式の研究開発に携わり，同方式を用
いたシステムの完成に大きく貢献した．見通し外通信にお
ける典型的なレベル変動が，対数正規分布（長時間中央

＊1	 フェージング（Fading）：電波を使用する無線回線におい
て，送信局（送信点）から発射された電波が受信局（受信点）
においてレベル変動を伴って受信される現象．

移動電波伝搬「奥村カーブ」の確立と
世界初商用セルラ電話の誕生に向けて

株式会社NTTドコモ　奥村幸彦　Yukihiko Okumura

図1　マイクロ波伝搬実験中の奥村氏（1950年）
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値変動）とレイリー分布（短時間瞬時値変動）を数学的
に合成した総合分布で表せることを解明するとともに，同
システムの無線回線設計において，熱雑音，伝搬ひずみ，
干渉雑音の三つを考慮する必要があり，このうち伝搬ひず
みが特に重要であることを突き止め，詳細な検討を進め
た （3）， （4）．また，その後，鹿児島～奄美大島～沖縄間の長
距離見通し外無線回線の構築が始まり，その伝送実験に
より，受信電界強度の変動がテレビジョン伝送上の品質
に与える影響を明らかにするとともに，伝搬路に山岳回折
を用いることで 20 dB 程度の回線利得が得られることな
どを示した （5）， （6）．1961 年，無線回線設計ほか研究開発全
般を担当した同システムを完成させた奥村氏は，その功績
により翌 1962 年に電電公社総裁表彰（発明・考案賞）を
受賞している．同システムの研究開発を通して確立したレ
ベル変動を伴う無線回線の電波伝搬モデルと設計の考え
方，及び通信品質の推定・評価手法は，後の移動通信シ
ステムの研究開発において大いに生かされることになる．

1961 年に見通し外長距離伝送システムを完成させた
奥村氏は，その次に実用化すべきシステムを真剣に考え
始めていた．そんな折，同氏は，米 AT&T のベル研究所

（以下，ベル研）が発行する Bell Laboratories Record
に紹介されていたベル研初代所長 Frank B. Jewett 氏

（1879～1949 年）の言葉（図 2）を読み，「これからは
やはり移動通信しかない」と直感．10 年先の移動通信
システムの開発において必要となる基本技術に取り組む
決意をした．

ところがその頃，電電公社には，本格的な移動通信
サービスを開始する気運はまだなく，新しい周波数に対
応した移動通信システムを構築するためには，新たに無
線回線設計の手法を確立させる必要があった．そこで，
奥村氏はまず，移動電波伝搬に関する国内外の文献を調
べ始めたが，断片的な電波伝搬データしかなく，それら
に基づいて移動通信用の無線回線を設計することはとて
もできない状況であった．そこで，この先，誰が担当し
ても回線設計が容易にできるよう，十分な移動電波伝搬
データとそれに基づく移動電波伝搬推定法を整えること
が必要だと考え，それに必要な移動電波伝搬特性の実験
データ取得が同氏の大きな目標となった．
大規模移動伝搬実験

1962 年，奥村氏は移動無線回線設計の基本となる電波
伝搬特性を，実際に自動車走行しながら電波伝搬測定す

る実験（以下，移動伝搬実験）により解明し，受信電界
強度とサービスエリアの推定法を一般化することを目標と
した検討を開始した．陸上移動通信における基地局と移
動局（移動機）間の電波伝搬特性は，移動局アンテナが
固定通信で用いられるアンテナと比較して極めて低い位
置にあることに起因して，地形（山や丘などの地表面の起
伏）や地物（地表上にある家屋，ビル，樹木などの遮蔽物）
の影響を受け，伝搬状態が複雑に変動する．そのため，
単純・理想化した条件での理論的解析だけでは不十分で，
実際の伝搬状況下における実験的解析を積み上げていく
必要がある．そこで同氏は，各種地形・地物によって生じ
る複雑な電波伝搬特性の分析に有用となる地形と地物の
分類法を考察するとともに，VHF・UHF 帯における実際
の移動伝搬データを取得するため，関東一円で大規模な
走行実験を実施する計画を立て，更に得られた膨大な測
定データを統計処理する方法も新たに考案することで，前
人未到とも言える移動電波伝搬特性の解明に取り組んだ．

移動伝搬実験にあたり，奥村氏は実験を行うにはどの
ような設備や機材を準備する必要があるか，実験遂行時
にどのような問題が起こり得るかをあらかじめ周到に考
え，プラスの要因もマイナスの要因も考えられるものは
全て抜き出した．ところが具体的な実験に向けた取組み
を開始すると想定外の問題が次々と起こることになり，
実験実施における苦労は並大抵のものではなかった．

第 1 の問題は電波伝搬実験に用いる電波免許の取得
である．新周波数帯を開拓するという目的から，東京・
大 手 町 の 関 東 電 波 監 理 局 に 新 た に 450 MHz，
920 MHz，1310 MHz，1420 MHz，1920 MHz の 五
つの周波数の電波免許を取得するべく申請したが，一度
に五つもの周波数帯の電波免許を要求するという前代未
聞の申請であったことなどから簡単には許可されなかっ
た．「将来の移動通信技術の研究のために不可欠の実験
であるので是非許可してほしい」と懇願し，粘り強く電
波管理局へ通い続けた結果，最終的に 6 回目でようや
く免許を取得した．

第 2 の問題は，どこで走行実験を行い，実験に必要な
多数の送信設備（測定用電波の送信装置及び送信アンテ
ナ）をどこに設置するかであった．実験場所については，
市街地や郊外地を含む関東一円を対象に距離 100 km ま
での移動伝搬実験を行うこととした．一方，送信設備の
設置場所については，電電公社が多数保有する各地の無
線中継所が候補となったが，それらの多くは山間部や関
東平野の端の方に位置している．そこで，都心に位置し，
高さのとれる「東京タワー（東京都港区）」に送信設備を
置くのが一番良いと考え，早速奥村氏は海抜高 150 m と
250 m の位置に「一週間ずつ四つのアンテナを設置させ
てほしい」と東京タワーに許可を申し出たが，けんもほろ
ろに断られた．しかしながら，これはある程度覚悟してい
た．なぜなら同じタワーから送信されているテレビ放送の
電波に万一影響があると大変なことになるとの危惧があ
るからだ．同氏は，厳密に干渉計算をして「実験用の送

図2　移動通信の夢〜究極の電話〜
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信設備を併設してもテレビの送信波に影響はない」とい
う計算結果を持って再度説明に行ったが，それでもすぐ
には理解が得られず，都合 3 回目にしてようやく設置許
可が下りた（図 3（a））．そのほか，海抜高 60 m の低
い位置の送信設備は台東区の蔵前無線中継所に，同
830 m の高い位置の送信設備は筑波山山頂の無線中継
所に設置し，これらの送信設備を起点として，伝搬距離
1～100 km の測定コースを設定した（図 4）．送信設備
から発射された電波を走行しながら受信測定するため，
移動測定車（三菱・ジュビター．図 3（b））を準備し，
これに受信アンテナと受信電界強度測定器を搭載した．

実験の準備が整うと，実際の走行実験を 1962 年 11
月から 1963 年 1 月にかけてと 1965 年 3 月から同年 6
月にかけての 2 回に分けて実施した．1962 年 11 月か
ら 実 施 し た 第 一 次 実 験 で は 453 MHz, 922 MHz, 
1310 MHz, 1920 MHz を，1965 年 3 月から実施した
第 二 次 実 験 で は 453 MHz, 922 MHz, 1317 MHz, 
1430 MHz の電波をそれぞれ使用し，走行しながら 4
波を同時に受信して，電界強度が地形や地物の影響を受
けてどのように変化するかを連続的に測定した．常に 4
波同時に測定を行うことで，特定の周波数・時間におけ
る測定データが不確定性や誤差を生じたとしても，後か
らデータ処理する際に異なる周波数で得られた測定デー
タの相互の関係を基に補正が行えるよう工夫した．

走行実験中にも想定外の問題は起こった．最初に直面
したのは受信電界強度測定器の長時間安定度の問題で

あった．当時の測定器は真空管式（局部発振器にクライ
ストロンを使用）で，これを朝 8 時から夕方 5 時まで 1
日連続動作させて安定度を調べて見ると，電源電圧を安
定化する装置を入れているにもかかわらず，10 dB 程度
測定値の変化を生じることが分かった．これほど不安定
な測定器はないと思ったが，これを使わずに実験はでき
ないため，同時測定に用いる 4 台の測定器をそれぞれ
30 分ごとにレベル校正を行いながら使用した．また，
測定器出力はペンレコーダで記録を行うのだが，四つの
測定値を同時に記録できるレコーダが当時通研にはな
かったため，同時記録が可能でかつ所望の応答性能を有
するレコーダを東京中探し回り，ようやく見付け出した．
しかしながら，これも動作が不安定で扱いに苦労した．

次なる問題は，測定車に搭載した測定機器の電源とし
て使用する車載用発動発電機（以下，発々）の動作不調
であった．前述した 4 台の測定器の電源として，約
1 kW の電力供給可能な発々が必要であったが，当時通
研にはそのような大容量の発々はなく，2，3 社発々メー
カを当たってみたが，仕様を満足するものが見付からな
かった．そこで，これも東京中探し回ったが，どうして
も見付けることができず困っていると，友人が「所望の
ものが駐留米軍の払い下げで調達できる」との情報を提
供してくれ，すぐに手配し 2 台の発々を手に入れた．と
ころが測定車に発々を載せて実際に走行してみると，当
時の劣悪な道路環境から生じる振動に耐えられず，発々
の不動作が起こり，自動車修理工場へ修理に出す始末と
なった．そのため実際の走行実験では，2 台の発々のう
ち 1 台を測定車に載せて実験に使用し，もう 1 台を修理・
点検に出しておいて，使用中の発々が危なくなってきた
らすぐに通研に戻って修理・点検済みの発々に載せ替え
ることで，実験が発々の修理で途切れてしまわないよう
に工夫した．しかし，走行実験は関東一円で行っており，
遠く茨城を走行しているようなときに限って発々が不調
になってしまい，なだめすかしながら何とか持ち応えて

図4　移動伝搬実験測定コース

（a）東京タワー設置の送信アンテナ

（b）受信電界強度測定車

図3　移動伝搬実験設備（1962〜1965年）
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通研へ戻り，発々を載せ替えるとまたすぐに実験場所へ
向かって出発するといった日々の繰返しであった．この
ようにして関東一円で二度にわたって実施した走行実験
の走行距離は，延べ約 2,500 km にも及んだ．

そして最後の大きな問題は，走行実験で記録した膨大
な測定データをどのようにして後処理するかであった．
一つ一つの記録を読み取って数値化し，それらをまとめ
て統計処理の計算を行うのだが，当時すぐに利用可能な
コンピュータや電卓＊ 2 がなく，人海戦術で行うしかな
かった．アルバイトを雇って測定データの読取りと計算
を行ってもらったが，データを間違いなく読取った上で
計算を繰り返す必要があり，膨大なデータに対する処理
の精度を確保するのに腐心した．

今では想像できない環境と制約条件下にもかかわらず，
奥村氏は電波免許の取得から，測定機器の調達と安定度
の確保，走行実験，測定データ処理に至る実験業務全般
にわたって起きた数々の問題に果敢に挑み，その多くを自
ら解決・実行した．「30 代後半のバイタリティでしょうか．
前人未踏の挑戦への意欲と信念を抱いてまい進していま
した」と同氏は当時を振り返る．「これは余談ですが，走
行実験にあたり，実は警視庁にも行ったのです．関東一
円を測定車で自由に走れるようにするため，右折禁止のと
ころでも右折することができるよう特別許可証を発行して
ほしいと願い出たのです．こちらは国家的な実験を行って
いるのだからというのが言い分で，自分でも若干無理が
あると思いながらも試しに頼んでみましたが，結果は案の
定駄目でした．電電公社の実験に警察がそんな許可証を
出すわけがありません」と同氏は笑いながら語った．

以上の大規模走行実験に基づいて移動電波伝搬特性
の解明を行った結果は，電界強度，サービスエリアの推
定に必要な受信電界強度の距離特性図（後に，いわゆる

「奥村カーブ」と呼ばれる）を含む関連図表とともに
1967 年から 1968 年にかけて順次論文発表した （7） ～ （9）．
このうち通研が発行する研究実用化報告に掲載された論
文 （7）は，約 60 ページにわたり一連の研究成果を集大成
したもので，当時同報告に掲載される一つの論文として
は異例のページ数の多さで編集委員を悩ませたという．
これらの論文において奥村氏は，受信電界強度の場所的
変動の統計的モデルを，短区間の瞬時値変動，長区間の
中央値変動，場所的総合分布波形の三つの要素でモデル
化すること（図 5）を提唱し，更に，移動通信システム
設計の実務担当者が基地局設置場所の選定作業とサービ
スエリアの推定を容易かつ能率的に実施できるようにす
る方法を提案した．同方法は，後に電電公社における「陸
上移動無線方式の電界強度とサービスエリア推定の標準
実施方法」として制定された．

ところで，移動伝搬実験の申請周波数として，当時，
システムの大容量化を図るため，400 MHz 帯の次に有

＊2	 日本において国内メーカが電卓の発売を開始したのは
1964年であり，シャープ（当時は早川電機）とソニーが，
同年3月に日本初の電卓を発表．

力候補と考えられていた 800 MHz 帯だけでなく，
1.5 GHz 帯や 2 GHz 帯に近い周波数をあえて含めてい
たことは，先に述べた 4 波同時測定により誤差を補正
できるようにするためだけでなく，将来の移動通信シス
テムの発展（その後，第 2 世代の移動通信システムに
おいて 1.5 GHz 帯が，第 3 世代の移動通信システムに
おいて 2 GHz 帯がそれぞれ使用開始）を何年も前から
予見していたことになり，実際に，当時の研究成果が後
続する世代の移動通信システムの研究・開発・運用に対
し長年にわたって大きな役割を果たしたことからも，奥
村氏の先見性には感服させられる．

1969 年，当時の移動無線研究室の室長であった森永
隆広氏が国際電気通信連合（ITU）の国際無線通信諮問
委員会（CCIR，現在の ITU-R）配下の SG-V 会合へ出
席した際，議長より論文 （9）の電界強度曲線を CCIR 勧
告へ掲載したいとの要望があったことを受け，奥村氏は
同文献を CCIR へ送付．その後，1974 年の CCIR 総会
での決議を経て，450 MHz 帯と 900 MHz 帯の電界強
度曲線（後者を図 6 に示す）が VHF・UHF 帯の電波伝

図5　電界強度の場所的変動を表す統計的モデル

図6　CCIR勧告に掲載された「奥村カーブ」
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搬曲線に関する CCIR 勧告 （10）へ掲載された．これらの
動きと並行して，論文 （9）に示された移動伝搬曲線は，
米国，北欧，インドなどの研究者から奥村氏の下へ論文
の送付依頼が来るなど，世界中に広く知れわたることと
なり，特に海外の研究者から「奥村カーブ」「奥村モデル」
と称されるようになった．その後，奥村カーブは世界の
様々な移動無線システムの構築に実用的に使用されるよ
うになり，現在の携帯電話システムにおいても，この奥
村カーブに基づいて無線回線設計が行われるとともに，
サービスエリアの品質調査や品質向上など，様々な場面
で活用されている．

� �新移動通信システム／�
セルラ電話の研究開発

研究着手
1960 年代の国内における移動通信システムには，公

衆列車電話，警察無線，タクシー無線，報道中継用無線
などの各種システムが既に実用化されていたが，将来の
社会活動の多様化に向け，移動通信システムの更なる高
速化，大容量化が求められていた．特に，需要が最も高
まると予測されていたのが自動車電話であったが，欧米
各国において一足早く大ゾーン方式の公衆自動車電話

サービスが開始されたのに対し，日本は出遅れていた．
しかしながら，電電公社においては，通研が 1954 年か
ら自動車電話の基礎研究を開始し，途中研究を中断した
時 期 も あ る が 地 道 に 研 究 を 継 続 し，1961 年 に は
400 MHz 帯を使用する大ゾーン方式（半径 10～20 km
のゾーンで構成）の自動車電話システム（手動交換，
50 kHz 無線チャネル間隔を採用）を完成．実験免許を
取得した無線基地局を使った試用試験も行っていたが，
結局事業用の周波数の割当がなく，同システム（第一次
システム）は商用化に至らなかった．更に 1965 年には，
奥村氏が担当して第一次システムの大容量化を図った第
二次システム（自動交換，25 kHz 無線チャネル間隔を
採用）の仕様も完成したが，これも周波数の割当がなく，
400 MHz 帯・大ゾーン方式が商用自動車電話サービス
として日の目を見ることはなかった（図 7）．なお，同方
式は，後に都市災害対策用無線電話システムとしての活
路が与えられ，1970 年に実用化している．

その後，通研では，1966 年に移動無線研究室（初代
室長は前出の森永氏，同室長補佐は奥村氏）が新設され，
全国規模の新しい自動車電話サービスの実現に向け，
800 MHz 帯を用いる大容量広域自動車電話方式の研究
開発に着手した．同方式では，より多くの加入者を収容
可能とし，より広いエリアで経済的にサービスを提供可
能とするべく，六角形小ゾーン（市街地では半径 3～
5 km，郊外地では同 7～11 km）を成す無線基地局を多
数面的に隙間なく配置した上で，一定距離を置いた小
ゾーン間で同一周波数（チャネル）を繰返し使用する，
いわゆるセルラ方式（図8＊3） （11）を採用することになった．
大阪万博ワイヤレステレホン

新しい移動通信方式の研究開発が通研において進めら
れている中，電電公社は 1970 年 3 月から 9 月にかけて，
大阪で開催された日本万国博覧会の電気通信館において

「ワイヤレステレホン」＊ 4 と称した携帯型の無線電話機を
出展し，屋内の限定エリアではあるが国内外の加入電話
と実通話が可能な携帯型無線電話のデモンストレーショ
ンを行い，未来の電話を世界中から来た来場者へアピー
ルした．当時このデモンストレーションに実際に関わっ
た奥村氏は，基地局送信に 150/400 MHz 帯，移動機送
信に 250 MHz 帯を使い PM 変調・25 kHz 幅無線チャ
ネル（固定 120 チャネル）を採用した重量 550 g のワイ
ヤレステレホンを 130 台準備し，現地に持ち込んだ（図
9）．無線電話機の送信出力は 1 mW 以下に抑えた電波免
許不要の微弱電力型で，パビリオン内のみで通話可能な
仕様であったが，1 台 40 万円程度する高価な試作電話
機であることから，パビリオンから外に持ち出そうとす
ると出口ゲートでアラームが鳴るようにしてあった．そ

＊3	 無線ゾーンを正六角形とすることで隙間なくゾーンを並べ
たときのゾーン間オーバラップ（干渉）を最小化．更に，複
数の周波数（例えば3，7，9個）で構成される繰返しゾー
ンの導入により周波数利用効率を最大化．

＊4	 BK型携帯無線電話機・2010年に国立科学博物館の重要
科学技術史資料「未来技術遺産」・第60号として登録．

図7　400	MHz帯自動車電話方式開発経緯

図8　六角形小ゾーンで構成されるセルラ方式
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れでも期間中 3 台が紛失したとのことである．ちなみに，
電電公社はこの大阪万博において，ワイヤレスホンと同
時にテレビ電話のデモンストレーションも行っており，
もう一つの未来の電話として紹介していた．
800�MHz帯自動車電話方式の実用化

初代室長の森永氏の後を継いで 1970 年 1 月に移動無
線研究室の第 2 代室長となった奥村氏は，自らの使命
を新しい移動通信システムの構想を明確化することと，
その基礎的技術課題を順次解決していき，できるだけ早
く実用化計画書を策定して通研の重点研究開発項目とす
ることであると決めた．そのため，まず研究室メンバー
の意識の転換を図り，今までの既成概念を捨て，全て新
しい発想に基づく技術の積み上げを行うよう指示すると
ともに，在来当然とされていたシステム諸元・キーパラ
メータの再検討を命じて，各パラメータの選定根拠の明
確化等，研究室メンバーの自主的・自発的な研究の遂行
を促した．特に，システム動作上重要な制御信号の検討
にあたっては，信号伝送時の所要信頼度を検証するため，
同年 7～8 月にかけて夏休みを返上して明治神宮外苑エ
リアでフィールド試験を繰り返した．

基礎的研究の成果が積み上ってきたところで，奥村氏
は上司に研究計画書の作成を上申した．ところが，当時
通研では加入電話の積滞解消＊ 5 とテレビ電話の実現に
向けた通信容量大容量化の研究が主流であり，移動無線
研究への理解が乏しかったことから，粘り強く上層部を
説得して回り，何とか 1970 年 10 月に，まずは第一段
階として研究計画書の策定が認められた．

そして，1 年後の 1971 年 10 月に奥村氏は，新しい
方式の構想を「大容量広域自動車電話方式の構想」（図
10（a）） （12）と題してほかの二つの関連タイトル （13）， （14）

とともに本会の通信方式研究会において発表した．新方
式の設計目標は，その加入者規模を，東京を中心とした

＊5	 1952年の電電公社が発足時，加入電話は供給が需要に追
いつかない状態（これを積滞と呼んだ）が続いていたため，
発足の翌年1953年以降，積滞解消を目標とした六次にわ
たる五か年計画を経て，1978年に積滞解消を達成．

半径 50 km エリアにおいて 10 万台，全国において 40
万台収容可能であることとし，全自動化した方式の実現
を目標とした．また，新方式の狙いである大容量化，周
波数有効利用，サービス広域化に対する所要条件・機能
として，新周波数帯開発，チャネル高速制御，小無線ゾー
ン化など掲げた上で，それらに必要な新技術を特定した

（図 10（b））．これらの発表は，今後の通研の開発構想
としてセルラシステムを世に問うたもので，当時の日本
の新しい移動通信の開発を見守っていたメーカや業界紙
を色めき立たせた．発表後，メーカを含む多くの業界の
関係者が通研を訪れたという．

ところで，通研のセルラ方式検討と並行する形で，米
国でもベル研が検討を進めていたが，上記発表とほぼ同
時期の 1971 年 12 月にベル研より連邦通信委員会（FCC：
Federal Communications Commission）に対し，大容
量の移動電話システム構想として“High-Capacity Mo-High-Capacity Mo-
bile Telephone System — Technical Report”が提示さ
れている．このシステムは，後に AMPS（Advance Mo-AMPS（Advance Mo-（Advance Mo-Advance Mo-
bile Phone System） （15）と呼ばれる米国初の商用セルラ
電話となる．

新方式の構想を発表した後，奥村氏らは新方式の開発
において重要となる回線制御機能の試作装置によるシ
ミュレーション実験を武蔵野電気通信研究所内で実施
し，1972 年初頭には同実験系により通研幹部に対する
新方式のデモンストレーション（図 11）を成功させ，
システム実現に向けた自信を強固にした．このことを契
機として同年 4 月には「800 MHz 帯自動車電話方式」
の実用化計画書の策定に漕ぎ着け，商用に向けた本格的
開発の準備を整えた．新方式の検討開始から実用化計画
書の策定までを当時としては異例の 2 年間で完了した．
正に前代未聞の快挙であった．これ以降の実用化は横須

 

図 9　大阪万博のワイヤレステレホン（1970年）
　　　左：当時の電気通信館における実通話の様子
　　　右：NTTドコモ R&Dセンタ保存・展示品（実物）

独立行政法人日本万国博覧会記念機構

（a）表紙抜粋

（b）方式の狙いと所要機能・新技術

図10　通信方式研究会における構想発表（1971年）
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賀電気通信研究所に引き継がれることになる．
商用サービス開始
1972 年 10 月に横須賀電気通信研究所において実用

化が開始された 800 MHz帯自動車電話方式（後に大都
市方式と呼称）は，周波数有効利用技術，無線回線制御
技術，移動体交換技術等の確立に向けた研究開発と，商
用開始に向けた各種試験を経て，1979 年 12 月 3日に
世界初の 800 MHz帯セルラ方式を採用した本格的な自
動車電話サービス （16）， （17）として東京 23区内で商用開始
するに至った（図 12）．1979 年 8月，商用開始直前の
試験が行われていた東京・銀座から金沢工大にいた奥村
氏のところへ試験通話の着信があり，走行中の自動車と
の間で大変明瞭な音声で会話ができたとのことである．
一方，米国で開発が進んでいた900 MHz帯セルラ電

話は，AT&TのAMPS方式が1978年にシカゴで，モト
ローラの DynaTAC（Dynamic Adaptive Total Area 
Coverage）方式が1978年にワシントンでそれぞれシス
テムテストが始められたが，実際に商用サービスが開始
されたのは1983年 10月になったため，日本が世界で
最初にセルラ電話の商用サービスを開始する形となった．
ただし，前述した通研における研究計画書・実用化計画
書の早期策定がなければ世界初の商用サービス実現には
至らなかったかもしれない．同サービスは，その後，大阪，

名古屋へ順次拡張され全国サービスへと発展した．

	全米工学アカデミー・ドレイパー賞
全米工学アカデミー（�ational Academy o� �ngi��ational Academy o� �ngi�

neering）は，1964 年に設立され，工学分野において，
生活の質を大きく向上させ，社会に多大な影響を与えた
業績を持つ研究者らに対して毎年「チャールズ・スター
ク・ドレイパー賞（Charles Stark Draper Prize）」を贈っ
ている．これまでに，集積回路技術，通信衛星技術，光
ファイバ，GPS システム，医薬投与システムなど様々
な分野において顕彰を行ってきており，2012 年度まで
の受賞者計 38人のうち 4人が後にノーベル賞を受賞し
ており，本賞が工学分野のノーベル賞と称されるゆえん
ともなっている．
2013 年 2月 19 日，米国ワシントンDCのユニオン

ステーションにおいて，2013 ドレイパー賞の表彰式が
執り行われ，奥村氏をはじめとする受賞者5人（図13（a）
の写真左より，奥村善久氏［電電公社通研］，Dr. 
Thomas Haug［Chairman o� �ordic Mo�ile Tele�［Chairman o� �ordic Mo�ile Tele�Chairman o� �ordic Mo�ile Tele�
phony（�MT）］ , Mr. Richard, H.  Frenkiel［Bell 
La�s, AT&T］ , Dr. Joel, S. �ngel［Bell La�s, AT&T］ , 
Mr. Martin Cooper［Motorola］）は，『世界初のセルラー
（自動車携帯）電話ネットワーク，システム及び標準規
格に対する先駆的貢献』により同賞（図 13（�）の表

（a）受賞者

��

　　（b）表彰メダル　　　　　��　　（c）表彰状

図13　2013全米工学アカデミー・ドレイパー賞

図11　新方式のシミュレーション実験系（1972年）�
　　　右は通話確認試験中の奥村室長

図12　800�MHz帯自動車電話方式開発経緯

Event Digital Photography, Inc.
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彰メダル，（c）表彰状）及び副賞を授与された．
奥村氏への同賞授与理由は，以下の二つの業績を通し

て，世界初の商用セルラ自動車電話システムの実現に大
きく貢献したというものである．
（1）  VHF/UHF 帯移動無線電波伝搬特性を解明した

「奥村カーブ」の確立
（2）  800 MHz 帯セルラ方式である「大容量・広域自

動車電話方式」の構想及び実用化計画の策定
ところで奥村氏は，1971 年 6 月に単身渡米し，ベル

研を訪問．当時日本と同じく米国でセルラ方式自動車電
話の研究を本格的に推進していたベル研の主要メンバー
8 人と 1 日議論をしたことがあるが，そのメンバーの中
に今回の受賞者 2 人（Frenkiel 氏と Engel 氏）が含ま
れており，授賞式において実に 42 年振りの再会を果た
すこととなった．授賞式後しばらくして，筆者もベル研
の Frenkiel 氏とお会いする機会を得，1971 年当時の話
を伺ったところ，ベル研のメンバーは，奥村氏の移動伝
搬実験の成果である「奥村カーブ」を別の呼び方，すな
わち「奥村データ」と称してその膨大な実環境における
測定データに基づく信頼性の高い伝搬特性解明の成果を
当時として極めて貴重なデータであるとして評価してい
たとのことである．

�おわりに
現在，世界中に広まっている携帯電話システムと各種

陸上移動通信システムの構築時の要となる無線回線設計
は，「奥村カーブ」「奥村モデル」と呼ばれる奥村氏の移
動伝搬研究の業績を基礎としてその設計が行われてい
る．また，1979 年に，800 MHz 帯セルラ方式による本
格的な商用自動車電話サービスが，世界で最も早く日本
において開始されたことに対して，その 10 年以上前か
ら奥村氏が新方式の実現を目指して幾多の問題に立ち向
かい信念を貫いて研究開発を推進したことが大きく貢献
している．これら奥村氏の業績が，このたびのドレイパー
賞受賞を通して世界中に改めて認められ，称えられるに
至ったこと，更に，その後の日本における自動車・携帯
電話システムの研究開発と実用化が，常に世界をリード
する形で行われてきたことにつながっていることへ，心
より深く敬意を表したい．最後に，奥村氏が自らの研究
開発を回想された言葉を紹介して本稿を終えたい．「今の
若い研究者たちが，開発の揺らん期に，IC・LSI 製の測
定器やコンピュータ等がなかった時代の苦労を乗り越え
てきた使命感と熱意を知ってもらえば，望外の喜びです」
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はじめに 
私 は 2012 年 の 秋 か ら カ ー ネ ギ ー メ ロ ン 大 学

（Carnegie Mellon University，略称 CMU）の大学院
生 と し て 留 学 し て い ま す．CMU で は， 工 学 部 の
Information Networking Institute（略称 INI）という
学科に在籍し，情報技術，特にモバイルアプリケーショ
ンに関連した技術に重点を置く修士課程のプログラム

（日本の大学でいう，各専攻が持つコースに当たるもの）
で学んでいます．

前回は大学院に出願し進学先を決めるまでの経験を
御紹介しましたので，今回からは留学してからの話に移
りたいと思います．

留学開始 
アメリカの大学の一般的な入学時期は 8 月から 9 月

ですが，私は英語のサマープログラムに参加するため，
一足早く 2012 年の 7 月に CMU のメインキャンパスが
あるペンシルベニア州ピッツバーグに引っ越しました．
サマープログラムは新たに入学する大学院生のみを対象
としたもので，16 人が受講していましたが，それぞれ
の専攻は IT 関係，経営学や生命工学に関する政策など
と幅広く，また，年齢も社会人経験の長い人から学部を
出たばかりの学生までと経歴は様々でした．授業はス
ピーキングとライティングに主眼を置き，とりわけプレ
ゼンテーション能力とレポートをまとめる能力の向上に
重点が置かれた内容でした．本学期の授業に比べると負
担は少ないとはいえ，それでも毎日課題が課されました．
それと並行して，Coursera という当時始まったばかり
の大学の授業をオンラインで履修できるサービスを使
い，スタンフォード大学の機械学習やアルゴリズムの授
業を聴講しました （1）．これらの授業でも課題が課された
ため，サマープログラムと合わせて英語での授業，課題
のペースに慣れるにはよかったと思います．

また，日々の課題をこなす一方で，余った時間で生活
に慣れていくこともできました．サマープログラムの受
講者数が少なかった分，全員と話す機会も持て，今でも
仲のいい友人を作ることができました．本学期が始まる
までの間に，友人と独立記念日のイベントや郊外の落水
荘（写真 1）への旅行に出掛けたり，オバマ大統領が
CMU で大統領選のための演説を行った日に立ち会うな
ど，時間にゆとりのあるときにしかできない経験をしま
した．これまで長期の留学経験はありませんでしたが，

サマープログラムの期間を無事に過ごせたことが海外で
も生活していけるという自信につながり，安心して本学
期を迎えることができました．

学業 
8 月になると学期が始まり，キャンパス内は学生でに

ぎわいます．アメリカの大学とはいえ，CMU の大学院
生はアジアからの留学生が大半を占めています．INI で
はインド人と中国人の比率がそれぞれ 35～40％ずつを
占めており，日本人はもちろんのこと，アメリカ人でさ
え少数派です．この比率が今の世界の情勢を反映してい
ると言えるかもしれません．

私が在籍しているプログラムを含め，修士課程の多く
のプログラムは授業の履修が中心となります．私は
2012 年の秋学期には 4 科目履修しました．4 科目は日
本の感覚では少なく聞こえますが，アメリカの大学では
一つ一つの授業の内容が多く，学期ごとに履修する科目
数は少ないのが普通です．CMU の場合は 1 科目には原
則 12 単位が与えられ，講義は週 2 ないし 3 コマありま
す．キャンパスでは図書館が 24 時間開いており，夜遅
くまで勉強に励む学生の姿が至る所で見られます．

授業は大教室での講義形式もあれば，それまで経験し
たことがなかった形式もありました．Introduction to 
Software Engineering という授業は，チームで Web
サービスを作成しながらソフトウェア開発の手法を学び
ました．この授業では講義は短く，チームで集まって開
発し，顧客を模した教員とのミーティングをこなしてい
く中で，ソフトウェア開発での要点を経験し学ぶことに
主眼が置かれていました．私のチームは中国人 3 人，
インド人 1 人と私という構成で，それぞれ自分の得意
な分野で貢献し，スムーズに進めることができましたが，
一方でチームが機能せず苦労している友人もいました．
そのような話を後で聞くと，個々の能力も重要なのです
が，チームワークではそれぞれのメンバーが機能するよ
うに運営することも重要なのだと気付かされました．

また，大学院生向けの授業では，教員が自身の研究分
野を教える授業も多くあります．例えば私が履修した授
業の一つに Machine Learning for Signal Processing
という授業がありました．このような狭い分野に焦点を
絞った授業が提供されるのは日本では珍しいと思いま
す．教員の研究内容に直結している内容もあるため，講
義や課題は難しいですが，教員や TA（ティーチングア
シスタント）に質問できるオフィスアワーという時間に

★★★大学院生が見たアメリカ★★★ カーネギーメロン大学

西田祐木
Yuki Nishida
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学生数人で先生の部屋に行き，オフィスアワーの時間を
超えて議論が白熱したこともありました．大変ではあり
ましたが，先生の考え方や議論の内容，そして積極的に
質問する学生から学ぶことは多かったです．

CMU で は，Computer Science や Electrical Engi-で は，Computer Science や Electrical Engi-Computer Science や Electrical Engi-や Electrical Engi-Electrical Engi-
neering の重要な分野については，入門から博士課程向
けまでの様々なレベルや異なる応用先を取り上げる授業
が提供されています．CMU が Computer Science や
Engineering に力を入れていることもあり，選択肢が幅
広いのはいいのですが，各学期で履修できる授業数は限
られているため，授業の選択に苦労しました．

ピッツバーグについて 
最後に，ピッツバーグの街について御紹介したいと思

います．ピッツバーグはアメリカの東部，ペンシルベニ
ア州の西端にあり，シカゴとニューヨークのほぼ中間に
位置します．州東部のフィラデルフィアと並ぶ，州西部
を代表する都市です．内陸の盆地であるため，夏は最高
気温が 40℃に達するときがある一方，冬の寒いときは
− 15℃程度まで気温が下がり，東京から来た身には厳し
い環境でした．しかしながら，大学や家は暖房完備，街
全体では除雪や凍結防止の対策ができているので，自身
の防寒対策がしっかりできていれば問題はありません．
私は 9 月にニューヨークに行く機会があったので，そ
のときにユニクロでジャケットとヒートテックのTシャ
ツを買い込みました．今ではユニクロがアメリカでオン
ラインショップを展開しているので，大都市に住んでい
なくても購入できるそうです．

ピッツバーグの街はニューヨークなどの大都市より
小さく，その分これまで東京で育ってきた私にとっては

「地元」というものを感じられた場所でした．ピッツバー
グ は 愛 称 が “Steel Town” で あ る よ う に，Andrew 
Carnegie が興した鉄鋼業で栄えた街です．Andrew 
Carnegie や，ケチャップで有名な Heinz の資産・遺産
は CMU のみならず，アメフトのスタジアム，美術館，
図書館，コンサートホールなど多くの施設として利用さ
れています．スポーツやコンサート，祝日に行われる花
火大会などのイベントに行ってみると，人々の街への愛
を感じることができました．

街は鉄鋼業の廃れとともに人口
が減少したものの，今では医療，
教育，情報産業を中心とした産業
構造に転換して再生を図っており，
復興を果たした街の象徴として，
リーマンショック直後の 2009 年
に G20 首脳会合の会場に選ばれた
こともあります．情熱的な一面を
持ちながらも，普段は落ち着いた
空気が流れる住みやすい街でした

（写真 2）．
留学に関しては治安や食事を懸

念される方が多いと思います．ピッ
ツバーグの治安はアメリカ国内では比較的良いとされて
いますが，危険な地区もありますし，学生が巻き込まれ
る事件も年に数件起こるので，日本より身の安全に注意
して行動する必要がありました．ただし，夜遅くまでキャ
ンパスで勉強することに関しては，大学が学生の家の近
くまで送るシャトルバスを夜通しで運行しているので安
全に帰ることができました．

食事については少し苦労しました．日本食については
街に日本食スーパーが 1 軒，日本食レストランは数軒
あるのですが，大都市に比べると数が限られています．
ほかの大都市ではラーメンなどの日本食が有名になって
きていますが，ピッツバーグにはラーメン屋がなく，よ
うやく 2012 年末に初めてお店ができました．更に，内
陸であるため魚介が手に入りづらいということもありま
す．引っ越した数日後に韓国人のハウスメイトに「ここ
ではサーモン以外の魚は期待するな」と言われたことは
今でも覚えています．（肉が多いアメリカでもサーモン
はよく食べられているようで，スーパーでよく見掛けま
した．）

ピッツバーグでは，CMU とピッツバーグ大学に学生
や研究員として日本人が 100 人ほど在籍しており，多
くの方々にお世話になりました．人数が少ないこともあ
り，幅広い年代や学科の方とお話しする機会があったの
は貴重な経験でした．特に，音楽学科が大学にあったこ
とは有り難く，その専攻の方にコンサートや大学が契約
しているクラシック音楽のデータベースを紹介してもら
い，今でも作業用の BGM として重宝しています．

おわりに 
今回はピッツバーグでの学生生活について御紹介し

ました．ピッツバーグで 11 か月を過ごした後，西海岸
のカリフォルニア州シリコンバレーにあるサテライト
キャンパスに移り，2 年目を過ごしています．次回はそ
のシリコンバレーキャンパスでの生活について御紹介し
たいと思います．

■ 文献
https://www.coursera.org/（1） 

写真2　	ピッツバーグは3本の川の中州
に位置し，川と橋が織り成す景色
が美しいです．

写真1　	ピッツバーグから車で1時間半の
公園にある落水荘．帝国ホテルの
設計も手掛けたことがあるフラン
ク・ロイド・ライトの代表作．
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はじめに1
インターネットの登場以来，この 20 年ほどでネット

ワークサービスは目覚ましい進歩を遂げた．メール，
Web，SNS などの登場によって人々のコミュニケーショ
ンはより豊かになり，情報検索，動画像配信，ネットオー
クション，オンラインゲームなどの数々のネットワーク産
業が生まれた．今ではこうしたサービスが我々の日常生活
に浸透し，サイバースペースは生活空間の一部になった．

ネットワークサービスをいつでもどこでも快適に使う
ことができるのは，スマートフォンやデータセンタをつ
なぐ情報通信インフラが縦横無尽に張り巡らされている
からである．日本には光ファイバ，ケーブル，DSL など
の有線通信や，3G，LTE，WiMAX，WiFi などの無線
通信が広く普及しており，その質は世界最高水準である．

しかし近年では，この世界最高水準の情報通信インフ
ラでさえ容量不足が課題となっている．情報通信インフ
ラの成長をしのぐ勢いでネットワークサービスが成長し
ているからである．これからもネットワークサービスの
イノベーションの勢いを保つためには，情報通信インフ
ラの性能を更に高いレベルに引き上げる必要がある．

このため，総務省では情報通信インフラの更なる高性
能化を目指した研究開発プロジェクトに取り組んでい
る．本稿では，総務省が現在取り組んでいる研究開発プ
ロジェクト事例を紹介する．

情報通信インフラが直面している環境変化2
情報通信白書によると平成 24 年 3 月末時点でブロー

ドバンド利用可能率は 100％，超高速ブロードバンド
利用可能世帯率は 97.3％に達している．また，平成 24

年末のインターネットの人口普及率は 79.5％と推計さ
れている（図 1）．

利用者の増加に伴いトラヒックも増加している．平成
24 年 11 月時点で，我が国のブロードバンド契約者の総
ダウンロードトラヒックは平均 1.9 Tbit/s と試算され，
これは対前年同月比で 1.2 倍である．また，移動通信の
トラヒックはより急激な年 2 倍のペースで増加しており，
平成 25 年 3 月時点で平均 422 Gbit/s に達している．

トラヒックは今後も増加し続けることが予想されて
いるため，いずれネットワークに収容し切れなくなる．
この課題に対して，通信器機の増設に頼って対応を続け
ると，ネットワーク構成が無用に複雑になるだけでな
く，消費電力の急増などの別の新たな問題を発生させる
恐れがある．そのため，より根本的な解決策として，次
世代の超高速通信技術の開発が求められている．

また，別の環境変化要因として，トラヒックパターン
の多様化が挙げられる．データセンタへの非同期的なト
ラヒック集中や，センサが発する断続的な極小データ
等，従来は主流でなかった新たなトラヒックが増えてい
る．これらのトラヒックは変動が激しいため，あらかじ
め特定経路に一定容量を確保するような，従来型のネッ
トワーク運用管理手法ではネットワークを効率良く使う
ことが難しくなってきた（図 2）．

ネットワークの利用効率を高めるためには，トラヒッ
クの状況やサービス要求の変化に応じて臨機応変にネッ
トワークの経路や帯域を制御するなどの，新たなネット
ワーク運用管理を実現する技術の開発が求められる．

こうした環境変化に対応するために，総務省では「超
高速・低消費電力光ネットワーク技術の研究開発」と

「ネットワーク仮想化技術の研究開発」の二つの研究開
発プロジェクトに取り組んでいる．

総務省の研究開発プロジェクト3
総務省の研究開発プロジェクトでは，研究開発を通じ

て新技術を確立することはもちろんのこと，研究開発期
間終了後の数年以内に研究成果を社会に導入することを
目標とした，新技術の社会展開を促進するための取組み
も並行して行う．

一般に研究開発成果が実社会で活用されてその効果が
現れるまでには一定の時間を要する．また，新技術を実社
会に導入するためには様々なステークホルダーの協力が
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必要である．特に情報通信インフラのような施設整備に
膨大な費用を要する領域においてはなおさらである．こ
のため，研究開発期間中から国際標準化活動や関係業界
への情報発信などの，社会展開のための活動に取り組ん
でいる．先述の 2 件の研究開発について，その研究開発
と社会展開のそれぞれの取組みは次のようなものである．

（1） 超高速・低消費電力光ネットワーク技術の研究開発
本研究開発は，基幹ネットワークからアクセスネット

ワークに至るまでの全ての有線ネットワークの高速化を
目指して，現在実用化されている技術をしのぐより高速
な伝送技術とその周辺技術を開発するものである．

本研究開発は平成 24 年から 26 年にかけての 3 年間
のプロジェクトで，NTT，日立，NEC，富士通，沖電
気が受託して研究開発に取り組んでいる．
（a）	 研究開発目標

研究開発目標は，400 Gbit/s の伝送性能を持つ伝送
技術を開発することと，この伝送能力を生かすための各
種ネットワーク技術を開発することである．現在市場に
あ る 最 高 速 の 伝 送 装 置 は 100 Gbit/s な の で，
400 Gbit/s はこれよりも更に 4 倍高速な技術というこ
とになる．併せて，ネットワーク全体の消費電力を現状
より 3 割以上削減することも目指している．具体的に
は次のような研究開発課題に取り組んでいる．

基幹ネットワークの高速大容量化・低消費電力化を実
現するための技術として，

適応変復調伝送技術（ネットワークの回線の状態 ㅡ
に応じて最も高速に伝送できる変調方式を自動選
択する技術）
線形適応等化技術（通信機器を経て劣化した光信 ㅡ
号を自動回復する技術）
適応誤り訂正・適応非線形信号補償技術（受信信 ㅡ
号を補償することで伝送距離を延ばす技術）
低消費電力信号処理回路技術（信号処理回路全体 ㅡ
の最適化を行うことで消費電力を削減する技術）

な ど を 開 発 中 で あ る． こ れ に よ り，1 波 長 当 り
400 Gbit/s の超高速光伝送を，伝送距離従来比 1.5 倍，
消費電力従来比 2 分の 1 で実現することを目指している．

更に，1 波長当りの高速化や波長多重による高速化の
限界を超える空間多重技術の実用化を目指し，マルチコ
ア光ファイバの研究開発にも取り組んでいる．

また，アクセスネットワークの高速大容量化・低消費
電力化を実現するための技術として，

加入者回線の多分岐化・長延化技術（加入者回線 ㅡ
数を 16 倍に拡大する技術）
光多値伝送向け高性能信号処理技術（加入者回線で ㅡ
1 波長当り 100 Gbit/s の伝送速度を実現する技術）
プロトコル無依存リンク多重化技術（伝送方式の ㅡ
異なる回線を 1 本の光ファイバ上に束ねる技術）

などを開発中である．これにより 1 波長 100 Gbit/s ×
4 波 長， 伝 送 距 離 40 km， 総 消 費 電 力 70 W の
400 Gbit/s リアルタイム伝送の実現等を目指している．
（b）	 社会展開のための取組み

既に実用化されている 100 Gbit/s 級伝送装置（図 3）
については日本企業が高い競争力を有しているが，次世
代の伝送装置については研究開発競争が続いている状況
である（図 3）．

このため，まずは現状の優位を生かしつつ，世界に先ん
じて 400 Gbit/s 級の新技術を実用化し，これが世界の技
術的潮流において主流となるよう認知を高めることが重
要である．そのため，研究開発段階から ITU や OIF（The 
Optical Internetworking Forum）といった国際標準化
機関に対して積極的な情報提供を行い，世界の議論を
リードするよう努めている．

図2　家庭内・家庭外からのインターネット利用の機能・サービス（個人）率

図3　現状最高速の100	Gbit/s 級光伝送装置

100	Gbit/s
光伝送用信号
処理チップ

光伝送用信号処理チップが
実装された
100	Gbit/s 級光送受信機

光送受信機を用いた
100	Gbit/s 級光伝送システム
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（2） ネットワーク仮想化技術の研究開発
本研究開発は，ネットワークリソースの利用効率を高

めるともにネットワーク構成に要する時間を劇的に短縮
することを目指して，ハードウェアリソースと制御ソフ
トウェアを分離（仮想化）して通信インフラの種別によ
らず自在にネットワーク経路を構成することを可能とす
る技術を開発するものである．

本研究開発は平成 25 年から 28 年にかけての 4 年間
のプロジェクトで，NEC，NTT，NTT コミュニケー
ションズ，富士通，日立が受託して研究開発に取り組ん
でいる．また，本研究開発においては三菱総合研究所が
成果展開活動に取り組んでいる．
（a）	 研究開発課題

研究開発目標は 1,000 台規模の IP，MPLS，広域イー
サ，SDH等の多種多様な通信機器により構成される物理
ネットワーク上に，100 以上の異なる通信を論理多重化
した仮想ネットワークを，分単位で設定及び変更可能な
制御プラットホームを実現することを目標としている．こ
れは，キャリヤネットワーク規模の WAN 上に現状提供
されている全てのサービスを仮想ネットワーク上に実現
するための技術を確立することに相当する．具体的には
次のような研究開発課題に取り組んでいる．

通信器機を仮想ネットワーク対応ノードとして制御
可能にするための技術として，ソフトウェアエッジス
イッチ，光コアノード，パケットトランスポートノード
等のドライバ技術を開発中である．これにより，IP，
MPLS，広域イーサ，SDH 等の多様なデータリンクを
ネットワークリソースとしてソフトウェア制御可能にす
ることを目指している．

また，ネットワークリソースを一元管理するためのプ
ラットホーム技術と，同プラットホーム上に構成した仮想
ネットワークを運用管理する技術を開発中である．これに
より，クラウドサービス同様にネットワークサービスをソ
フトウェアで定義できるようにすることを目指している．
（b）	 社会展開のための取組み

ネットワーク仮想化技術はデータセンタ等における
LAN に広く導入されつつあり，オープンソースの蓄積も
進みつつある．他方 WAN においては，一部の通信機器
メーカが独自開発しているソフトウェア制御可能なプ
ラットホームが存在するものの，他メーカとの接続性に
配慮されていないため，現状ではキャリヤ網でネットワー
ク仮想化技術が普及しているとは言い難い状況である．

メーカを問わずキャリヤ網に広く適用可能なネット
ワーク仮想化技術を実現するためには，本研究開発成果
を，既存のオープン技術と親和性を有し，かつ可能な限
りオープンになるようにすることが望ましい．そのた
め，開発技術について OpenFlow 等の既存のオープン
技術との親和性を実装によって示すとともに，可能な限
りオープンソースとして公開することとしている．今
後，こうした取組みが広く世界に認知されるよう，プロ
ジェクトを「O3（オースリー）」と称してアウトリーチ
活動に取り組んでいる．

研究開発成果の社会展開に向けて4
ネットワーク容量不足などの社会課題を解決するた

めには，技術開発を成功させた後に，その技術が着実
に情報通信インフラに導入されるように，研究開発終
了後の社会展開活動に一貫性をもって取組み続ける必
要がある．

社会展開を進める段階では，民間による製品開発や設
備投資といった取組みが主流になるため，国は民間の取
組みを側面から支援する役割を担う．国の支援策は様々
であるが，研究開発成果の利活用を促進する視点からは
例えば次のような取組みがある．

まず，研究開発成果として得られた新技術が多様な
ネットワークに導入されるためには，技術の認知を高め
るとともに，技術を継続的に改善していく必要がある．
そのため，情報通信インフラの整備に関わるステークホ
ルダーが一堂に会せるフォーラム等において，技術の導
入効果の PR，技術の普及や継承のための技術文書のと
りまとめなどに継続的に取り組めるよう，総務省は技術
フォーラム等の活動を後援し，また継続的な意見交換に
努めている．

また，技術の展開先を拡大するためには，民間の多様
なアイデアを想定した実証実験を積み重ねることが必要
である．総務省は民間の研究開発や実証実験を支援する
ために，テストベッド JGN-X の提供や，競争的資金制
度による研究開発資金援助等を行っている．

最後に5
日本には世界最先端の情報通信インフラを持つとい

う，大きなアドバンテージがある．日本は他国に先駆け
て新たな目標を見付けることができる環境にあり，また
日本が開発した技術はいずれ日本を追う他国から注目さ
れることになる．

これからも日本の情報通信インフラが世界最先端で
あり続け，この情報インフラの上で様々な情報サービス
が花開くよう，総務省がその役割を十分に果たせるよう
努力していきたい．また，総務省の取組みに対し，様々
なフィードバックが得られることを期待している．

酒井雅之 　　
平 10 郵政省入省．ITS（高度道路交
通システム），電子自治体システム，
重要インフラの情報セキュリティ等
の ICT 政策に従事．米国ワシントン
DC駐在として米国の技術政策調査に
携わった後，現在は総務省情報通信国
際戦略局研究推進室で情報通信技術や
レーダ技術などの研究開発プロジェク
トを担当．
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学会の変革に向けて
通信ソサイエティ次期会長 　三宅　功

Kou Miyake

さて既にお聞き及びとは思いますが現在学会は
会員，運営費の減少と組織運営の抜本的な改革の必
要性という厳しい環境に直面しています．会社経営
でもそうですが，このようなときには得てして短期
的な利益確保の観点で原価，販売管理費の削減に走
りがちです．しかし，費用の削減だけではビジネス
モデルの変革による新たな事業展望は出てきませ
ん．不要となったものは削減しなければなりません
が，一方で次の成長のための思い切った投資，変革
の手を打つ必要があります．本誌も一つの例のよう
に思えます．本誌 26 号（2013 年 秋号）の記事
の中に購読者アンケートの結果が出ていました．興
味深く拝見させて頂いたのですが，全般的に記事内
容は好評価でした．しかし，ネットへの露出度は
40％以下であり電子化，アーカイブ化の必要性を
望む声も幾つか挙げられています．確かに，紙媒体
での提供もそれに慣れた読者には魅力かもしれま
せん．しかし，現在特に若い世代ではあらゆる情報
の交換がネット上でなされており将来の学会を
担ってもらう年代層への情報提供はネットを介し
てのチャネルなくして拡大することは難しいよう
に思います．私が付き合っている IT 業界にはオー
プンソースやネットワークの運用管理といった本
会の分野と深く関わる技術領域でボランティアの
形で多くのコミュニティが作られていますが，その
参加者（多くは 30代，40 代の若手です）に対し
て本会のプレゼンスが高いとは言えません．しかし
これらの若手世代こそ本会の潜在的ユーザになり
得るように思えます．当然，彼らはネットをフルに
活用した活動を行っています．また，電子化の有利
な点は提供された情報に対するフィードバックが
容易かつ豊富になることです．記事自体へのQ&A
のみならずアクセス数等の統計情報も容易に収集
可能であり，どのようなコンテンツが読まれている
か，必要とされているか工夫次第で迅速に効果測定
することが可能です．それだけ，何を提供すべき
か？		に対する客観性は向上するでしょう．本誌は
今のままでは赤字が続く状況です．待ったなしで思
い切った改革を行う必要があると思っているので
すが，いかがでしょうか？		

昨年5月から，次期会長になりました三宅です．
本会理事には 4年ぶりの復帰になります．前

回はちょうど学会が一般社団法人に移行する直前
に当たりました．皆さん余りよく御存じないかもし
れませんが，この一般社団法人化は組織運営上大き
な意味があります．組織上は株式会社になったと
思って頂ければよいかと思います．学会は利益を追
求する組織ではありません．しかし，その運営益含
め大きな自主裁量権が与えられたと思ってよいか
と思います．逆に言えば，赤字が出た場合は自分で
何とかしなければなりませんし，その責任が問われ
るところになります．会員が中心になって運営資金
の元となる会費を納めて頂いていますので，株式会
社で言えば株主に相当します．株式会社では実際の
日常的な会社の経営責任は取締役会に任され，取締
役は株主総会で委任されます．学会でこれに相当す
るのが理事会であり，理事は会員の選挙によって選
ばれ総会で委任されます．株式会社が赤字で倒産し
たり，不祥事を起こした場合その損害賠償を含めた
最終責任は取締役会が負うことになります．会社が
倒産した場合，取締役は負債等の返還義務まで負わ
されます．これは学会でも同じことであり，例えば
学会で赤字が続き借金をしたがとうとう解散しな
ければならなくなった場合，その借金は理事会メン
バーが返済することを求められる恐れがあるわけ
です．余談ですが，私は現在小さいですが会社の社
長をやっています．初めて株式会社の社長なったの
は今から 10年以上前のことですが，当時正に会社
法改正が行われ，経営陣の経営責任含めコンプライ
アンスの強化が行われていました．これは，当時株
主に対する経営陣の責任を明確にすることで株主
を守ることを強化するというグローバルな流れに
呼応したものでした．社長になるに当たって「善管
注意義務」とは何か？		「便宜供与」とは？		といっ
た役員研修を受けたことを思い出します．会社の取
締役は役員手当をもらってやっているわけですか
らそれなりのリスクは取る必要があって然るべき
ですが，学会理事は社会的使命感，学会に対する思
いだけでこれらのリスクと運営責任を負っている
わけです．

巻 末 言

Afterword
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小特集  第 3 世代携帯電話

私の技術者歴  村上篤道

子どもに教えたい通信のしくみ：ディジタル地図の裏側

大学院生が見たアメリカ：その 3　シリコンバレーでの 2 年目
街 plus 探訪：バンコク見て歩き

 ……他，御期待下さい

あっという間に 2年が経過し，これが任期中に発行され
る最後の号になります．読者を引きつける企画・記事と
は，を常々考えてきましたが，非常にいい経験になりま
した．和文マガジンが今後もますます発展していくこと
を願っています．	 （M.O.）

デスクトップ PCの画面を大形に変えたところ，プログ
ラミング，データ入力，回路設計などの業務がかなり効
率的にできるようになりました．以前は高額だった大形
の液晶モニタも数万円程度で入手することが可能です．
業務だけでなく自宅のプライベート PCも変更しようか
検討しているところです．	 （N.K.）

奥村先生の記事を担当しました．以前から温めていた	
企画だったので実現できて編集委員としてもうれしい	
です．	 （H.I.）

今回小特集で扱いました「M2M」と「ビッグデータ」．
私たちの業界ではキーワードとして抽象的な概念だけが
先行し，概念と実用化されている技術が隔離してしまう
ことが多く見受けられます．「M2M」と「ビッグデータ」
がそのようにならないことを念じてなりません．	（S.M.）

Facebook, 
Twitter
始めました！

アカウント名は
「電子情報通信学会
　通信ソサイエティマガジン」
　　　 です．



国際通信の伝送手段が短波から同軸海底ケーブルに移行する昭和30年代後半，米国を中心に衛星通

信実用化の試みが始まった．日本でも米国NASAが進める衛星通信実験に参加すべく，当時の郵政省，

NTT，NHK，KDD（現KDDI）による協議会が設置された．

写真1の高萩市「さくら宇宙公園」はKDDI の茨城衛星通信センターがあった所である．KDDは本公

園の隣接地（旧十王町，現日立市）に茨城宇宙通信実験所を建設，昭和 38年 11月 23日に米国リレー

衛星による日米間初の TV中継に成功し

た．その後，日本の通信機器メーカの協

力も得，世界標準の地球局をさくら宇宙

公園一帯に建設し，平成 19年に閉局す

るまで，最盛期には10基余りの地球局が，

太平洋域諸外国との国際通信を担った．

これらの功績により，本衛星通信セン

ターは平成 21年に IEEEマイルストーン

に認定された．

本衛星通信センター一帯は閉局後，日

立市及び高萩市に寄贈され，また，写真

2の 2基の直径 32	mのカセグレンアン

テナは，国立天文台に無償譲渡され，電

波望遠鏡に改造された後，茨城大学が国

立天文台等と連携して行っているプロジェ

クトに利用されている．

〔写真は元同僚の中村博行氏撮影（2013

年 4月）〕

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．

29The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

元KDDI 茨城衛星通信センター
遠藤静夫

写真1　「さくら宇宙公園」の石碑

写真2　宇宙を見つめるカセグレンアンテナ
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鉄道信号の仕組み
ツールとしての英語講座（第6回）
グローバル企業の実用英語　
街plus探訪
ボストン街歩き～古きと新しきが共存する街～　
開発物語
移動電波伝搬「奥村カーブ」の確立と
世界初商用セルラ電話の誕生に向けて　
若者よ！ 世界へでよう！
大学院生が見たアメリカ
～その2：ピッツバーグでの1年目～　
解説：技術と制度のおはなし
将来の情報通信インフラを支える研究開発の推進

●社会課題の解決とM2M，ビッグデータ
●Ｍ２Ｍ─現状，そして今後─
●社会の動きを深く横断的に分析するための
　ビッグデータ処理技術
●ビッグデータの解析ツールとしての機械学習
●ソーシャルビッグデータの
　利活用推進に向けた新たな取組み
●センサノード設置支援ツールの開発
●M2M技術のアーキテクチャ及び
　oneM2M標準化動向
●ビッグデータの利活用と
　プライバシー保護について

始めました !
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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!




