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　本号では小特集のテーマとしてメタマテリアル（Metamaterial）を再度取り上げること

にしました．メタマテリアルは電磁波工学の分野で最もホットなトピックの一つで，本誌で

も既に 2010 年冬号で取り上げられています．当時，筆者も「透明マント」に関する発表を

専門外ながら興味深く読んだことを覚えています．あれから 5年近くがたち，その間に非常

に多くの研究がなされ，学会でも各種の関連企画セッションが組まれてきました．透明マン

トはできたのか，それとももっと身近なものに使われるようになったのか，そんな興味を持っ

て今回の小特集を企画しました．本小特集に掲載された論文を拝見するとメタマテリアルや

電磁バンドキャップ構造の研究及び実用化が近年急激に進んでいることが理解できます．

　具体的には次のような 4本の記事で構成しています．最初の「メタマテリアルの新展開」

では新しいメタマテリアルの研究が紹介されています．続いて「メタマテリアル設計解析の

ための電磁界解析法」ではメタマテリアルの設計に不可欠な電磁界解析法の基本概念とメタ

マテリアル特有の取り扱いについて解説されています．「メタマテリアルのアンテナ応用」

ではメタマテリアル技術のアンテナ応用に関して実例を踏まえて解説されています．最後に

「メタマテリアル技術の EMC応用と実用化」では電磁バンドギャップ構造を利用した無線

LANルータが世界初の製品搭載例として説明されています．これらの内容の濃い記事が集

まって，筆者のような専門外の者にも，また専門家の方々にも大変参考になるのではないか

と思っています．

　大変お忙しいところ原稿を執筆して下さった執筆者の皆様方，また査読並びに校閲に御協

力頂きました皆様方，そして本小特集を組む機会を与えて下さった編集委員会及び学会事務

局の方々に，本小特集編集チームを代表しまして感謝の意を表したいと存じます．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  眞田幸俊
Yukitoshi Sanada

小特集編集チーム
眞田幸俊，菊間信良，後藤忠広，登内敏夫

実用化を迎えたメタマテリアル
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1. まえがき

2011 年 3 月 11 日に発生した，

東日本大震災．多くの尊い人命を奪

う甚大な津波を引き起こした日本観

測史上最大のマグニチュード9.0 の

本震のほか，マグニチュード 6を

超える大きな余震も多数発生しまし

た．被害に遭われた方々には，1日

も早い復興をお祈り申し上げます．

当時，強い地震が来る直前に，テ

レビや携帯電話から鳴り響く，緊急

地震速報の怖い音を強く記憶されて

いる方も多くいらっしゃるかと思い

ます．緊急地震速報は，地震から人

命を守るためのシステムです．地震

が来る前に，身の安全を守る行動を

とることができ，人命を左右する機

器を止めることができれば，地震に

よって被る人的被害を大幅に軽減

し，事業等の早い回復も可能になり

ます．

本稿では，その緊急地震速報，特

に，携帯電話の緊急地震速報の仕組

み （1）について解説します．

2.  緊急地震速報システムの
概要

一般向けの緊急地震速報は，震度

4以上の地震が発生した場合に送ら

れます．その際の流れは，大きく二

つのステップで構成されます（図

1）．

① 気象庁での地震検出

② 携帯電話への通知

これら二つのステップは，（当然

ですが）人の手を介することなく自

動的に行われます．以下の章では，

順を追って詳細を見ていきます．

3. 地震検出の仕組み

地震検出の仕組みを説明する前

に，まず地震のメカニズムを説明し

ます（図 2）．

地震で発生する「揺れ」には，伝

わるのが速い「P波」（初期微動）

と伝わるのが遅い「S波」（主要動）

があります．P波は秒速 7 km 程度

の速い速度で広がりますが，揺れそ

のものは大きくありません．逆にS

波は秒速 4 km程度と P波の半分の

速さですが，大きく揺れます．地震

で大きな被害をもたらすのは S波

の方です．

緊急地震速報システムでは，気象

庁が速度の速い P波を検出した際，

大きな被害を引き起こす S波が到

達する前に，危険を知らせる「速

報」を配信します．速報は，全国に

張り巡らせている地震測定計で，予

測される震度が震度 4より大きい

場合に送られます．

4. 携帯電話への通知方法

携帯電話での緊急速報を受けるた

めには，二つの方法があります．一

つは，スマートフォンの地震速報ア

プリを使う方法です．二つ目は，携

帯電話事業者が提供する携帯電話内

蔵の機能を使う方法です．

アプリを使う方法の場合（図 3），

アプリを提供している会社のサーバ

が気象庁からの速報を受け取ると，

図 1 地震速報の流れ

命を救え！ 携帯電話の
緊急地震速報の仕組み

　（株） ＮＴＴドコモ　田中威津馬 Itsuma Tanaka
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携帯電話にその内容を転送します．

いつでもどこでも速報が受けられる

ようにするには，アプリが常に起動

した状態であることが必要です．

アプリは携帯電話の情報（IP ア

ドレス）をあらかじめネットワーク

に登録します．速報を送るときに

は，そのアドレスに対し，サーバか

らインターネットの技術（TCP ／

IP）を使って届ける手法が一般的で

す．サーバから速報が送られてくる

と，携帯電話事業者のネットワーク

は携帯電話でインターネットが使え

るための通信チャネルを設定し，携

帯電話に速報を届けます．

これに対し，携帯電話事業者が提

供する携帯電話内蔵の緊急地震速報

機能が使われる場合は，全く別の仕

組みが用いられます（図 4）．

携帯電話事業者が，気象庁から通

知を受けると，該当するエリアの加

入者の携帯電話に対して，一斉に緊

急速報を配信します．携帯電話事業

者側で事前に配信エリアを特定する

ため，携帯電話における事前設定は

不要です．また，配信には通信経路

が確立する前にやり取りされる信号

（専門的には「一斉呼出」若しくは

「報知情報」と呼ばれる信号です）

を利用するため，理論上最短の時間

で速報を届けることができます．

5. むすび

緊急地震速報システムとその技術

は，各自治体でその技術が応用さ

れ，地震・津波に限らず，洪水や災

害警報など，人命を使う目的で幅広

く利用されています．

また，日本の緊急地震速報システ

ムは，世界各国からも注目を集めて

います．日本の地震速報システムを

参考に，アメリカ，欧州，韓国でも

同様のシステムが開発されていま

す．

地震検出のメカニズムが進化し，

地震の緊急速報に掛かる時間を更に

短くできれば，人命を救える可能性

も大幅に高まりますので，今後技術

の発展が期待されます．

文　献
（1）  田中威津馬，青柳健一郎，ウメ

シュ・アニール，ウリ・A・ハ
プサリ“次世代通信ネットワー
クにおける緊急情報の同報配信
高 度 化，”NTT DOCOMO テ
クニカルジャーナル，vol.17, 
no.3, pp.21–26，Oct. 2009.

図 2 地震検出の仕組み

図 3 地震速報アプリ方式

図 4 携帯電話事業者方式
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 1 まえがき
原子・分子よりも大きなスケールの材料片を配列し

て構成した構造体であっても，これを構成する単位素
子よりも長い波長の電磁波に対しては均質な材料とし
て振る舞う．このため，その材料や形状及び配列を変
化させることで元の材料が示さない物性を持たせるこ
とができ，このように構成された人工的な材料はメタ
マテリアルと呼ばれている＊1．メタマテリアルの概念
を用いると，例えば屈折率が負となる左手系材料 （1） ～ （6）

や，透明マントのような光や電磁波の軌跡を自在に操
る材料 （7） ～ （12）など，自然の材料が示さない物性を持つ
材料が実現可能である．
以前本誌において左手系メタマテリアルを中心に代

表的なメタマテリアルを紹介した （13）が，近年，更に新
しいメタマテリアルの可能性が示されている．本稿で
はその中から代表的なものを紹介する．

 2 変換電磁気学とクローキング

2.1　変換電磁気学 （7） ～（12）

相対論によれば，マクスウェル方程式は静止する観
測者の座標系においても運動する観測者の座標系にお
いても同じ形式で表されなければならない．一方，任
意の座標系に対してもマクスウェル方程式を同じ形式
で記述することを考える．

今，図 1（a）のデカルト座標系（x, y, z）において
マクスウェル方程式が

E = μ
H
t
� （1）　

H =
E
t
� （2）　

のように表されているとして，この座標系を図 1（b）
のような任意の座標系（x'，y'，z'）

x = x (x, y, z)� （3）　
y = y (x, y, z)� （4）　
z = z (x, y, z)� （5）　

に変換することを考える．新たな座標系で表された電
界成分 E'及び磁界成分 H' が，∇' を新しい座標系にお
ける演算子として

E = μ
H
t
� （6）　

H =
E
t
� （7）　

＊1	 「メタ」はギリシャ語で「〜を超えた（beyond）」とい
う意を持つが，自然材料のカテゴリーを超えた人工材
料のカテゴリーという意味でこう呼ばれている．

メタマテリアルの新展開

Recent Advancement of Metamaterials

真田篤志 Atsushi Sanada †

†   山口大学大学院理工学研究科，宇部市
   Graduate School of Science and Engineering, Yamaguchi 

University, Ube-shi, 755-8611 Japan

Summary 近年，人工材料の概念に基づくメタマテリアルの研究が進んでおりマイクロ波デバイスやアンテナへの
応用に広がっている．本稿では最近のメタマテリアル研究のトピックの中から，変換電磁気学に基づく

任意の物体と同じ散乱波を持たせたイリュージョンクローク，Γ 点において群速度が非零となる分散特性を人工的に実現し
たディラックコーンメタ表面，フォスターのリアクタンス定理に従わない負のキャパシタンスや負のインダクタンスを実現
するノンフォスター素子，及びフェライトを利用して位相の非相反性を実現した非相反メタマテリアルを紹介する．

Key Words メタマテリアル，変換電磁気学，メタ表面，ノンフォスター素子，非相反回路

ⓒ電子情報通信学会2015
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図1　座標変換

　　（a）デカルト座標系　　　　（b）任意の座標系
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と形式を変えずに書くことができるためには，ε' 及び
µ' が

=
1

det
� （8）　

μ =
1

det
μ � （9）　

となる関係を持てばよい （7）， （8）．ここで Λ はヤコビ行列

= (x , y , z ) (x, y, z)( ) � （10）　

であり，また Tは転置を表す．ここで式（8）及び式（9）
が受けた座標変換に伴うテンソル変換は，媒質への操作
と捉えることができる．これは座標変換の媒質的解釈と
呼ばれている．この座標変換の媒質的解釈に基づいた媒
質中では電磁波は反射や散乱なく座標系に従って伝搬す
ることになる．この概念に基づきクローキングなどの自
由度の大きな光や電磁波の制御が可能となる．
座標変換を媒質的に解釈し実現するためには，媒質

の異方性と不均質性を高度に制御しなければならない．
これはメタマテリアルの概念に基づき実現可能である．

2.2　クローキング
変換電磁気学の概念を用いたクローキングの例として

イリュージョンクロークの実現例を示そう．図2（a）の
ようにこぶのある鏡面の床があるとする．今，同図（b）
のような平らな鏡面上にある物体が，任意の入射波に対
してこぶによるものと全く同じ散乱波を持つとすると，
この物体はこぶと区別がつかなくなり，あたかもそこに
こぶがあるかのように見える．この物体はイリュージョ
ンクロークと呼ばれている．イリュージョンクロークは
前述の変換電磁気学の概念を用いて実現可能である．

この設計例を示しておこう．図 2のイリュージョン
クロークを実現するには，まず図 3（a）のようなこぶ
を含む領域を考え，この領域を同図（b）のような方形
領域に座標変換する．次にこの領域に対して座標変換
の媒質的解釈に基づいて座標変換と等価な媒質パラ
メータを持つ媒質を構成すればよい．このとき，例え
ばこの領域中では図 3（a）中の黄色の線で示された軌
跡をたどる光は，座標変換後も反射や散乱されること
なく同図（b）中の線をたどることになる．
図 4（a）に上記の方法で設計したイリュージョンク

ロークに対して垂直に波を入射させた場合の散乱波の
計算結果を示す．比較のため同図（b）及び（c）に座
標変換前のこぶによる散乱波及びこぶのない平面の鏡
面による散乱波の計算結果を併せてそれぞれ示す．イ
リュージョンクロークによる散乱波は実際のこぶによ
る散乱波と比較して振幅及び位相共によく一致してお
り，イリュージョンクロークがこぶによる散乱波をよ
く模擬していることが分かる．このクロークはマイク
ロ波帯において分布定数異方性メタマテリアルにより
広帯域に実現可能である （12）．

 3 メタ表面による電磁波制御

3.1　メタ表面
メタ表面は金属などで構成された二次元構造体であ

り，元の材料が示さない反射波や散乱波を生じる境界面

図2　導体球表面
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図3　イリュージョンクロークのための座標変換
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図4　垂直入射時の散乱波（理論値，左：位相，右：振幅）
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（a）こぶによる散乱波

　　 　（a）元の領域　　　　　 　（b）座標変換後

（a）こぶを模擬したイリュージョンクロークの散乱波

（b）こぶによる散乱波

（c）こぶのない平面鏡面による散乱波

（b） こぶと同じ散乱を持
つクローク
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である．光学領域では入射光の偏波面が回転する光学活
性を示すメタ表面がこれまで多く取り上げられてきた．
しかし広義では，特定の周波数の電磁波を透過若しくは
反射させる周波数選択板（FSS：Frequency Selective 
Surface）や，入射角とは異なる角度に反射波を持つリ
フレクトアレーなども含んでよいであろう．
メタ表面は二次元構造体で厚みを持たないため実効

的な誘電率と透磁率とを定義することは合理的ではな
い．このため，メタ表面の確立された一般的な設計法
はまだなく，設計やモデリングは各構造に対して個々
に行われているが，最近メタ表面の面内伝搬波に起因
する新しいメタ表面の設計・モデリングが行われるよ
うになってきた （14）， （15）．次節ではその一例を示す．

3.2　ディラックコーンメタ表面
炭素原子でできたグラフェンはブリユアン帯域の高対

称点（Κ 点）において構造の対称性に起因する群速度が
非零となるディラックコーンと呼ばれるバンド構造を持
つ．一方，メタ表面内を伝搬する電磁波に対してもディ
ラックコーンと同様な図5（a）のような Γ 点（ディラッ
クポイント）において群速度が非零となる分散特性の実
現可能性が示され注目されている （16）．この Γ 点におけ
る面内伝搬波は，図 5（b）に示す一般の材料の分散特
性とは異なり，位相速度が光速よりも速くなるライトコー
ンの内側に伝搬モードを持つため外部電磁波との結合が
可能である．また一旦励振された面内伝搬波は同振幅・
同位相で再放射する可能性があるが，このとき正面方向
に鋭いペンシルビームを形成する．このため入射波より
も透過波の方が電力密度が大きくなる場合がある．この
現象はメタルホールアレーの光の透過現象 （17）との類推
により異常透過現象と呼ばれている．
図 6にミリ波帯において構成されたディラックコー

ンメタ表面の実現例を示す．このメタ表面は，誘電体
基板両面に設けられた金属パッチとそれらをつなぐ金
属ビアの周期構造により構成されている．この構造は，
単位セルをうまく設計するとディラックコーンを示
す （14）， （15）．
このディラックコーンメタ表面を，1,200 mm離れ

た対向する 2個のホーンアンテナの中央に垂直に置い
た場合の透過特性の実験結果を図 7に示す．このメタ
表面の透過係数は，Γ 点周波数 62.1 GHz においてメタ
表面を置かない場合と比較して 1.0 dB 大きくなる異常
透過現象が確認された．

 4 ノンフォスターメタマテリアル

4.1　フォスターのリアクタンス定理
フォスターのリアクタンス定理 （18）によれば，無損失

の受動素子のみで構成された二端子回路の入力リアク
タンス（あるいはサセプタンス）の周波数微分値は必
ず正となる．すなわち，入力リアクタンス及びサセプ
タンスをそれぞれ X 及び Bとすると

B
> 0X

> 0 or   （11）　

が満足される．一方，能動素子を用いればこれらの値
を負とする素子を実現することが可能となる．このよ
うな素子はノンフォスター素子と呼ばれている．ノン
フォスター素子を用いると，受動素子では不可能な分
散性材料やデバイスの実現可能性がある．
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図5　面内伝搬波の分散特性換
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4.2　 Negative Impedance 
Converter（NIC）

Negative Impedance Converter（NIC）を用いたノ
ンフォスター素子が提案されている．NIC は負のイン
ピーダンスを実現する回路で，これを用いれば負のイ
ンダクタンス -L や負のキャパシタンス -C を持つノン
フォスター素子が実現可能である．具体的なNIC の実
現例 （19）を図 8に示す．
NICを用いれば広帯域な整合回路の実現可能性があ

る．例えば図9のような容量性のリアクタンスに対して
整合を取る場合，通常図9（a）のようにインダクタを用
いてリアクタンスを打ち消すが，この際，整合はある周
波数のみに限られる．一方，整合回路を図 9（b）のよ

うな負のキャパシタンスを用いて構成する場合には，リ
アクタンスの周波数特性を含めて打ち消されるため理論
的にはあらゆる周波数において整合が可能となる．

4.3　 ノンフォスターメタマテリアルの
応用

NICを用いた小形モノポールアンテナの受信 SN比の
向上が示されている （19）．UHF帯の小形モノポールアン
テナを図10（a）のように直接受信機に接続した場合と，
同図（b）のようにアンテナのリアクタンスを打ち消すた
めに直列に接続されたNIC回路を接続した場合とのSN
比を比較すると20～80 MHzにわたって最大約 8 dBの
改善が見られている．今後は実際の通信スループットの
評価や更なる高周波化が望まれている．
これ以外にも，ノンフォスターメタマテリアルを用

いて，チュー限界（微小ダイポールアンテナの最低の
放射Q値）で制限される帯域を超える小形アンテナの
広帯域整合回路 （20），位相速度が光速を超えるスーパル
ミナル線路やこれを用いた漏えい波アンテナ （21），広帯
域かつ低損失な負の群速度を実現する回路 （22）など，興
味深い応用が提案されている．

 5 非相反メタマテリアル
YIG（Yttrium-Iron-Garnet）などのマイクロ波帯に

おいて低損失なフェライト材料を利用した非相反特性
を持つメタマテリアルが提案されている．これまで振
幅特性に非相反性を持つ左手系線路 （23）が提案されてい

Z

Zin = -Z
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図8　Linvill の NIC回路（19）
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たが，近年位相の非相反性を利用したCRLH線路など
磁性材料の特徴を生かしたメタマテリアルが提案され，
従来にない共振器やアンテナへの応用が提案されてい
る．以下ではこれを紹介する．

5.1　 非相反移相特性を持つCRLH線
路 （24） ～ （26）

図 11（a）のように右に進む場合と左に進む場合で
異なる位相定数（それぞれβp 及びβm とする）を持つ
非相反線路に直列の容量 C 及び並列のインダクタンス
Lを装荷した単位セルから成る周期構造を考える．この
線路の分散特性は図 11（b）のように通常のCRLH線
路の分散特性をβ 軸上でΔ βp/2 π（ただしΔ β =βp−
βm）だけシフトしたものとなる．今，ω 0 においてバラ
ンス条件 （5）， （6）が満足されているとすれば，この角周波
数においてはエネルギーの伝送方向に関係なく波数ベ
クトルが同じ値をとる線路が実現できる．
図12に，非相反CRLH線路の実装例を示す．図12（a）

はフェライトロッドを埋め込んだ基板上に装荷した直
列の容量及び並列の誘導性短絡スタブを単位セルとす
る周期構造で構成した例 （24） ～ （26）である．基板に垂直に
直流磁界を印加しておくと，電磁波はフェライト中で
片側のエッジに偏って伝搬する．この偏りの方向は伝
搬方向に依存するため，線路断面の非対称性により非
相反移相特性が現れる．また図 12（b）はフェライト
を下部に持つCPW型の非相反CRLH線路の実装例 （27）

である．図のように基板に対して平行かつ伝搬方向に
対して垂直に直流磁界をかけておくと伝搬方向に従っ
て電磁界はフェライトの上部あるいは下部に偏るため
非相反性が現れる．

5.2　応用例
非相反移相特性を持つCRLH線路を用いた擬似進行

波共振器 （28）が提案されている．バランス条件を満足し
た非相反位相特性を持つ線路の両端を短絡若しくは開放
とすると，線路長によらず共振条件を満足するため，共
振周波数がサイズに依存しない共振器が実現できる．こ
の際，共振器内では振幅一定でかつ，ある位相勾配を持っ
たあたかも進行波共振器のような電磁界分布となる．し
たがってこの共振器は擬似進行波共振器と呼ばれてい
る．この共振器の位相勾配は線路の非可逆性を制御する
ことで変化させることが可能であるため，これを用いた
ビーム走査アンテナへの応用も提案されている （28）．

 6 むすび
最近提案されたマイクロ波帯のメタマテリアルのう

ち特徴的なものを紹介した．本稿で紹介したもの以外
にもカイラル媒質や双異方性媒質，フォトニック結晶
や EBG構造，擬似表面プラスモンなどの領域で多くの
展開があり今後の進展が期待される．
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 1 まえがき
アンテナやマイクロ波の分野でメタマテリアルと言っ

たときには，それを構成する分子や原子といった微視的
な性質が顕著になる物質（マテリアル）ではなく，導体
や誘電体といった巨視的な性質を持つ物体で構成された
人工周期構造のことを指す．したがって，本稿でもこの
ようなメタマテリアル構成物質を考えるが，簡単のため
に導体と言ったときには完全導体を指し，誘電体や磁性
体は無損失・等方性であるものとする．これに対して，
テラヘルツや光の領域になると，物質自体が周波数分散
性や異方性を持つようになる場合が多い．広い周波数帯
域にわたるメタマテリアルの基礎理論と実際に関して
は，本小特集とともに文献 （1），（2）やその中で引用さ
れている論文などを参照して頂きたい．
実際の応用では三次元周期構造を取り扱うことは極

めてまれであるから，本稿でも 1方向あるいは 2方向
に周期性を持った構造を考える．本稿で紹介する電磁
界解析法はこのような構造のメタマテリアル解析にも
適用できるが，特定の方向に基本モードだけが伝搬す
るような構造に対しては伝送線路近似が有効である （3）．
メタマテリアル構成要素の形が分かっていれば伝送線
路の回路定数も近似的に知ることができることから （4），
現在のところ，最も成功しているメタマテリアル設計

法であるといっても過言ではない．もちろん，正確な
電磁界特性を得るには本稿で紹介する数値解析法が必
要であるが，伝送線路近似法は導波路モードが興味の
対象となるマイクロ波デバイスばかりではなく，漏れ
波アンテナの設計にも応用されている．詳細は本小特
集あるいは文献 （3）， （5）等を参照して頂きたい．
さて，メタマテリアルアンテナにはアンテナ構造自体に

メタマテリアルの概念を取り入れたものと，アンテナは単
純な構造のままで，その近傍に周期構造体を置いて全体
として特性を向上させるものとがある （1）， （6）．前者のアン
テナは主に導体と誘電体及び一部に回路素子を含む有限
の大きさを持つアンテナであるから，原理的にはモーメ
ント法 （7）， （8），有限要素法 （9）， （10） 及び FDTD（Finite 
Difference Time Domain）法 （11） ～ （13）がそのまま適用で
きると考えてよい．ただし，初期設計としては伝送線路
近似を用いることが少なくない．これに対して後者は，実
用化の段階では有限構造になるにしても，設計解析の段
階では無限周期構造を考えた方が便利なことが多い．こ
のとき，周期構造による散乱ばかりではなく，構造内の伝
搬特性もまた重要になる．EBG（Electromagnetic Band 
Gap）構造やAMC（Artificial Magnetic Conductor）な
どがその代表例である．
本稿の目的はメタマテリアルの設計解析に用いられ

る電磁界解析手法を解説することであるから，まず最
初に従来の数値電磁解析法の基本的な考え方と関連手
法を簡単に述べ，次に無限周期構造による散乱解析と
伝搬特性の解析手法を紹介する．これらの方法は導波
系でも放射系でも数値的に正確な計算はできるが，多
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くの計算機資源を必要とする．そこで，正確さは多少
犠牲にしても計算機資源を節約できる，伝送線路近似
とは別の近似手法についても簡単に述べる．

 2 主な電磁界解析手法の基本概念
ほとんど全ての数値電磁界解析法は，解析対象を微細

領域に分けて正確に解いておき，それを重ね合わせるこ
とによって全体の問題を解こうとするものであるから，
波長に比べて大きな問題は本質的に不得手である．しか
しながら，計算機の能力が格段に向上したため現在では
かなり大きなサイズの問題も比較的容易に解析できるよ
うになってきている．具体的な計算手順や解析例に関し
ては文献 （7） ～ （13）を参照して頂くことにして，ここ
では代表的な電磁界解析法の基本概念だけを説明する．
一方，メタマテリアル開発のために市販のシミュレー

タを使いたいと考えている読者も少なくないであろう．
有力な手段であることには間違いないが，使用にあたっ
ては少なくとも計算内容を理解するとともに，規範問
題等に適用してその計算精度や適用限界などを事前に
チェックしておくことを勧める．また，シミュレータ
の出力結果を盲目的に信じるのではなく，十分な物理
的考察を行ってから最終判断をして頂きたい．

2.1　モーメント法
モーメント法は波動方程式や導波路の固有モード解

析などにも原理的には適用できるが，導体表面や誘電
体内部に流れる分極電流を未知関数とする積分方程式
の数値解法であるというのが一般的な理解である．こ
こでは簡単のためにこの積分方程式を L ( f ) = g (  x  )と
表し，モーメント法による解法の基本的な手順を説明
する．ただし，L は積分作用素，f ，g はそれぞれ未知
関数，既知関数で，それぞれ電磁流と入射電磁界に対
応する．
モーメント法では，未知関数  f  ( x ) を N 個の既知関数

（展開関数，あるいは基底関数という）f1 , f2 , …，  fN の和

として近似できると仮定して  f ≈    fa ( x )=
N

∑
n = 1

an     fn  ( x ) 

と置く．これを元の積分法方程式に代入すると，

R (x)= L (   fa )− g ( x )=
N

∑
n = 1

an  L (   fn  ) − g ( x ) だけの残差

が生じる．この残差を N 個の重み関数（試行関数とも
言う）wm ( m= 1,2,…, N ) に対して

� （1）　

とすると，未知数 an に対する行列方程式が得られる．
これがモーメント法の基本計算手順である．

fn ( x )= wn ( x )とする方法をガラーキン・モーメント
法と言い，最も計算精度が良いことが知られている．
また，実際の問題では基底関数をどのように選ぶかが
計算精度と計算時間に大きく影響する．例えば，ダイ
ポールアンテナの電流はその端部で 0となり，給電部
では連続ではあるが滑らかではない．したがって，ア
ンテナ全体で定義された関数よりも，区分的に定義さ
れた関数の方がよい．図 1は区分的一次関数によって
f      ( x ) を近似した例で，直線近似に対応する．また，図
2は導体球面を微小区間に分割した例で，各微小三角形
領域には区分的一次関数を二次元に拡張した RWG
（Rao-Wilton-Glisson）関数が用いられる （14）．なお，
RWG関数は多くのモーメント法シミュレータの基底関
数に採用されている．
誘電体内部では誘電体を微小ブロックに分割して分

極電流を区分的正弦関数や一次関数で近似する方法が
用いられるが，特に三次元の場合は行列要素が一般的
に六重積分となり，この積分を精度良く短時間で計算
することは困難であるため，誘電体の解析はやや不得
手である．

2.2　有限要素法
有限要素法とは，微分方程式の境界値問題がそれに

対応する汎関数 F の最小値問題と等価になることを利
用して，微分方程式を直接解くのではなく，F を最小
にするような近似関数を見付ける方法である．したがっ
て，汎関数 F があらかじめ分かっていれば変分問題に
おける標準的な方法を用いることができる．例えば，

    （2）　

の最小問題は，二次元閉領域 Ω で波動方程式

図2　導体球表面

図1　区分的一次関数
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∇    2u+λu= 0 を満足し，境界 Γ で条件 u ( r )= h ( r )
を満たす関数 uを求める問題と等価である．ただし，λ
は固有値，h は既知関数である．このように，有限要素
法とは閉領域の解析手法である．
さて，式（2）を最小にするような関数 uを求めるこ

とを考える．モーメント法と同様に未知関数 uを N 個

の既知関数 un によって u=
N

∑
n = 1

an   un と展開し，F に代

入すると F は展開係数 an の関数となる．変分原理に従
えば，汎関数が極値をとればそれが解であるから，

� （3）　 

を計算すれば，an とλ に関する固有値方程式を得るこ
とができる．原理的にはこれで良いが，境界の形状が
複雑であったり，未知関数 u が急しゅんに変化すると
予想される場合には領域全体で適当な基底関数 un を決
めることは難しい．そこで有限要素法では，図 3のよ
うに領域全体を要素と呼ばれる小さな領域に分割し，
その一つ一つに式（3）を適用して各要素に対する離散
方程式を導き，最後に全ての要素について重ね合わせ
て全体方程式を得るようにしている．
このような考え方はモーメント法の考え方とよく似

ているが有限要素法で特徴的なことは，各要素の基底
関数（有限要素法では形状関数という）として多項式
を用いることである．例えば，2変数多項式で最も簡単
なものは一次多項式 Ax+ By+ C である．未知係数は
A，B，C の三つであるから，これらの値を決めるには
図 4（a）のように 3点の関数値だけを必要とする．更
に精度を上げるには，この三角形の辺上に接点を持つ
高次の要素が用いられる．したがって，実際の計算では，

係数 anではなく，接点における関数値が未知数となる．
電磁波の問題は一般にベクトルの問題である．また，

汎関数が必ずしも分かっているとは限らない．そのよ
うな場合には，微分方程式に対する残差を求めておき，
式（1）の重み付残差法を用いればよい．また，要素と
しては図 4（b）のような辺要素が用いられる．
一方，有限要素法は閉領域の解法であるから，アン

テナや電磁波の散乱問題のような開領域の問題を扱う
には，解析領域を仮想的に無限領域として扱うための
吸収境界が必要である．有限要素法がこのような問題
に広く応用できるようになったのは，高精度吸収境界
として PML（Perfectly Matched Layer）が開発され
たためである （15）．

2.3　FDTD法
FDTD法とはマクスウェルの偏微分方程式の空間及

び時間に関する一次中心差分近似法である．例えば，
磁界 H ( r,t ) の時刻 t に関する偏微分は

  （4）　

によって近似される．電界に関しては，Δ t/2だけずれた
時刻で中心差分近似され，マクスウェルの方程式と組み
合せることによって時間に関する電界・磁界の表現式を
得ることができる （11）．ただしΔ t は時間に関するサンプ
リング間隔で，時間ステップと言われる．なお，中心差
分であるから時間に関する誤差は (Δ t)2 に比例する．
空間に関する偏微分も式（4）と同様に中心差分近似

される．ただし，差分近似する位置を，磁界の時間変
化がその周りの電界を作るというファラデーの法則と，
電界の時間変化が磁界を作るというアンペア・マクス
ウェルの法則を満足するように取るのが特徴である．
したがって，空間のサンプリング間隔（セルサイズと
いう）をΔ x，Δ y，Δ zとすると，解析空間は図 5のよ
うな立方体で埋め尽くされることになる．このように
解析空間は電界のセルと磁界のセルの二重セル構造に
なっていることに注意してほしい．
FDTD法では時間を少しずつ進めながら電磁界を計

算することになるが，これは映画のフィルムを作るよ
うなイメージで捉えると分かりやすいであろう．すな
わち，こま送りしながら一こまごとに電磁界の空間分
布を計算するのが FDTD法である．ただし，こまには
電界のこまと磁界のこまとの二つがあって，それらが
時間ごとに交互に記録されている．一方，FDTD法も
有限要素法と同様に閉領域の解法であるから，開領域
の問題を扱うには，吸収境界が必要である．今のとこ
ろ PMLが最も精度が良いため，FDTD法でも PMLが

図3　解析領域と要素

（b）辺要素（a）接点要素

図4　二次元基本要素
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用いられていることがほとんどである．また，計算が
安定になるためには，時間ステップとセルサイズは
Courant の安定条件を満たさなければならないから，
セルサイズを決めると時間ステップを勝手に選ぶこと
はできない．更に，数値分散誤差を最小にするために
は図 5のセルは立方体である必要がある．このように
幾つかの制約条件があるが，アルゴリズムが極めて単
純で特別な工夫をすることなく実用的な計算精度が得
られることから，多くの分野で使われている．なお，
Courant の条件に縛られない陰解法もあるが （12），数値
分散が増えるため余り普及していない．

2.4　その他
FDTD法と同様に時間領域の電磁界を計算する方法

として空間回路網法がある （16）．原理的には FDTD法と
等価であるが （17），計算機メモリが増えるという欠点が
あり，最近使われることほとんどなくなった．
一方，電磁界解析法として古くから高周波近似法が

研究されてきた．高周波近似法は大きく分けて幾何光
学的な近似法と物理光学的な近似法とがある （16）．いず
れの方法も計算負荷は少なく，現象の理解が容易であ
るなどの利点があるが，波長に比べて遠方の現象を扱
う手法であるから，近傍界が本質的となるアンテナの
自己インピーダンス計算などには利用できない．

 3 無限周期メタマテリアルの解析
メタマテリアルの大きさが有限で，その構成要素が

全て線形であれば上で紹介した方法がそのまま適用で
きると考えてよい．非線形要素を含む場合にはモーメ
ント法や有限要素法は原理的には適用できないが，
FDTD法ならば容易に適用できる．
一方，無限周期構造を含む問題には平面波の散乱問

題と非周期的な波源の問題とがある．メタマテリアル
の基本的な特性は前者の問題を解析することによって

得られることが多いから，本章では最初に平面波散乱
の問題を解析する手法を紹介し，次に単一波源の問題
を取り扱う．また，メタマテリアルの設計においては
構造内の伝搬特性もまた重要である．これについては
本章の最後で説明する．

3.1　平面波の散乱
図 6のように x 方向と y方向に周期的な二次元周期

構造による平面波の散乱問題を考える．構造体の周期
をベクトル L= Lx   ̂x+ Ly   ̂y で表したとすると，周波数
領域の電界あるいは磁界 F はフロケの定理（あるいは
ブロッホの定理）；

� （5）　

を満足しなければならない．ただし kt= kx   ̂x+ ky   ̂y は
x− y 面内の波数ベクトルである．特別な場合として，
z− x 面内を真空中から角度 θ で入射する場合には
kt ・  L= kx  Lx= k0  Lx  sin θ となる．なお，点線で示した
1周期の境界を周期境界（PB：Periodic Boundary），
PBで挟まれた領域をユニットセル（Unit cell）という．

3.1.1　モーメント法
簡単のために散乱体は完全導体とし，その表面を S，単

位法線ベクトルをn̂とする．散乱界 E scat ( r )は各散乱体
による寄与の総和となるが，それぞれの散乱体に流れる
電流はフロケの定理（5）を満足するから，適当な基準ユニッ
トセル内の散乱体上に流れる電流を J  ( r' )とすると

  （6）　

と表される．ここで G=p ( r ; r' ) は周期グリーン関数と呼
ばれ，自由空間のグリーン関数 G=0 ( r ; r' ) を用いると次
式で表される．

  （7）　

図5　電界セルと磁界セル 図6　周期構造による平面波の散乱
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未知電流 J に対する積分方程式は S 表面の境界条件  
 ̂n× E inc+ E scat  = 0 によって導かれ，ユニットセル
内だけの問題として扱うことができる．しかし，式（7）
の収束は極めて遅くモーメント法の難点の一つとなっ
ている．これを解決するために，級数の加速法に関す
る多くの検討がなされているが，現在のところは
Ewald 法 （18）が最も良いとされている （19）．

3.1.2　有限要素法
有限要素法の計算領域を図 7に示す．ユニットセル

は上下の吸収境界（AB）と左右の周期境界 PB によっ
て囲まれている．吸収境界としては PMLが用いられる
ことが多いが，解析対象との距離を半波長から一波長
程度離す必要があるとされている （20）．
散乱界を求めるには，PB に式（5）の周期境界条件

を導入し，散乱波に関する波動方程式に通常の有限要
素法を適用すればよい．反射係数等は，ユニットセル
内の適当な位置に置かれた面 SO 上の散乱界から計算す
ることができる．なお，計算効率を上げるための方法
が幾つか提案されているが誌面の都合で詳細は省略す
る．文献 （20）， （21）等で補って頂きたい．

3.1.3　US-FDTD
式（5）を時間領域に変換すると

  （8）　

となる．ここで c は光速である．式（8）は，現在の時
刻 t における電磁界を計算するためには未来の時刻
t+L sin θ / c の電磁界が必要であることを意味しており，
2.3で説明した FDTD法をそのままの形で用いること
はできない．ただし，θ = 0 の垂直入射の場合は同じ
時刻の電磁界を使うから周期境界条件を容易に取り込
むことができ，アルゴリズムの変更も必要としない．
この場合，平面波は図 7と同じユニットセル内の適当
な面 SE 上で与えればよく，モーメント法のような煩雑
な計算は必要としない （22）．

斜め入射の場合は，上で述べた“未来の時間”問題を
解決するために数多くの手法が提案されてきた （23）．その
中で最も有効であるとされているのは，ここで紹介する
US（Unified Spectral） -FDTD法（Constant-k 法という
こともある）である （6）， （13）．これを簡単に説明する．
フロケの定理（5）は周波数領域の複素電磁界に対し

て成り立つ式である．そこでまず，解析領域を cos ω tと
sin ω t で時間変化する二つの平面波で別々に励振し，前
者の励振法に対する電磁界を Fr ，後者のそれを Fmと表
す．次に，これらの電 磁 界を結 合して新 たに
F= Fr+ jFm を作ったとすると，この複素電磁界は e  j ω t

で励振した電磁界と等価であり，式（5）を適用するこ
とができる．時刻ごとにこのような計算をすれば，
cos ω t と sin ω t に 対 す る 電 磁 界 は Fr = ℜ (F ) と
Fm= ℑ (F ) によって計算でき，定常状態に至るまでこ
の計算を続ければよい．これを Sine-Cosine 法とい
う （24）．この方法は単一周波数に対する解法であるが，
パルス応答は e  j ω t に対する電磁界の重ね合わせであるか
ら，kt が一定ならば，式（5）を時間領域でも適用できる．
図 6のような場合には kt を固定しておいて電磁界の

過渡応答を計算した後にそれをフーリエ変換すれば，
ω / c sin θ = kt の関係があるから，入射角θ を決めた場
合の周波数特性を求めることができる．また，ω を固
定した場合の入射角特性も計算することも可能である．
これがUS-FDTD法の基本的な考え方である．
計算例を図8に示す．（a）は解析モデルで誘電体スラ

ブ表面に直方導体板が周期的に並んでおり，これに y 方
向に偏波した平面波が入射している．（b）は入射角θ を

図7　ユニットセル

（a）無限周期導体板

（b）反射係数の周波数特性

図8　モーメント法とUS-FDTD/ARMA
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パラメータとしたときの反射係数の周波数特性である．
た だ し，Lx = Ly = 8 mm，Wx = Wy = 4 mm，
d= 10 mm，ε r= 4，µ r= 1とした．また，この計算では
時間応答の収束が遅かったため，信号処理分野でよく用
いられる自己回帰移動平均推定（ARMA：Auto-
Regressive Moving-Average estimator） （25）， （26）を用いて
収束を早めるようにした．US-FDTD/ARMAは入射角が
大きくなったときでもモーメント法とよく一致している．

3.2　単一波源
ここでは無限周期構造近傍にある単一アンテナの解

析法について説明する．モーメント法による解析は，
散乱体による寄与のほかにアンテナに流れる電流によ
る寄与を含めれば，3.1.1で説明した方法と原理的に
はほとんど同じである．しかし，メタマテリアル散乱
体を含むアンテナの解析に使われることはほとんどな
い．これは原理的な問題というよりもむしろ構造の複
雑さに起因する定式化の煩雑さによるものと思われる．
一方，有限要素法や FDTD方法を用いようとして図

7のユニットセル内にアンテナを置いたとすると，これ
はアンテナが無限に並んだ問題となる．このため，図 9
のようにアンテナとメタマテリアルの構成要素を含む
解析空間を順次大きくしながら収束するまで計算を繰
り返す Brute-Force 法以外には，現在のところ，解決
策がない．しかしながら，膨大な計算機資源を必要と
するばかりではなく収束する保証は必ずしもない．本
節では一般的なアンテナを解析する第一歩として基本
となる点電流源の問題を説明する．計算方法は有限要
素法でもUS-FDTD法でも原理的には同じであるから，
後者を例にとって説明する．

3.2.1　ASM-FDTD法
任意の点 r0 に置かれた単一点波源 p0 による電界は，

式（5）のフロケの定理を利用すると，周期的な点
rmn= r0+ dmn= r0+ mLx   ̂x+ nLy   ̂y に置かれた点電流
源 p0e− jkt ・ dmn による電界 E ∞ をブリユアン帯域（Brillouin 
zone）| kx | ≤ π /�Lx ，| ky | ≤ π /�Ly 内だけの波数積分に変
形することができて，

  （9）　

となる （27）．ここで，E ∞ とは図 7のユニットセル内に p0

を置いた場合の電磁界であり，US-FDTDによって求め
ることができる．したがって，E ∞ をブリユアン帯域で
積分すれば単一波源 p0 による電磁界を求めることがで
る （28）．この方法を ASM（Array Scanning Method）- 
FDTD法という．一方，周期構造の解析法として平面
波展開法が知られているが，ASMの方が有効であると
言われている （29）．
計算例を図 10 に示す．解析モデルは図 8（a）と同

じであるが，そのサイズは全て 10倍とした．ただし，
誘電率と透磁率は同じである．励振源は z方向を向く
微小電気ダイポールアンテナで，z= 100 mm の点に置
き，正弦波で変調されたガウスパルスで励振した．また，
観測点は電気ダイポールから y 軸方向に Ly= Lx だけ
離れた点である．BF（Brute-Force） -FDTD法計算にお
いては，打切り誤差が無視できるくらい小さくなるよ
うに，微小ダイポールを含む 11× 11個のユニットセル
全体を計算領域とした．一方，ASM-FDTD法における
式（9）の kx− kyの積分は 48× 48個のサンプリングデー
タから計算した．初期応答に関しては両者ともよく一
致しているが，14 ns と 19 ns 付近ではやや差異が生じ
ている．ASM-FDTD法における k 空間のサンプリング
点を増やすことによってこの差異は小さくなることか
ら，ASM-FDTD法における k 空間の積分については注
意深い検討が必要である．

3.2.2　近似法
上で述べたように，無限周期構造近傍の有限な大き

さを持つ単一アンテナの問題は Brute-Force 的な方法
に頼らざるを得ず，膨大な計算機資源を必要とするの

図9　Brute-Force 法 図10　散乱電界の時間変化
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が現状である．一方，アンテナの設計という観点から
は必ずしも数値的厳密性を要しない場合も少なくない．
このため近似的な手法も魅力的である．1.で紹介した
伝送線路近似法以外の方法としては，例えば均質化法
がある （30）．図 6の境界 I Uと I B の間にある周期構造を
等価的な媒質に置き換えることができれば，解析はか
なり簡単になると予想できる．この考え方を均質化法
というが，その精度や適用条件などは今のところ十分
には明らかにされていない．今後の発展に期待したい．

3.3　分散ダイアグラム
波数 kt と角周波数ω との関係，すなわち分散ダイア

グラムを知ることはメタマテリアル内の電磁波伝搬の
基本特性を知る上で極めて重要である．分散ダイアグ
ラムはUS-FDTD 法によっても計算できるが，筆者ら
の経験によると必ずしも効率的ではない．そこでここ
で は， 有 限 要 素 法 と FDFD（Finite Difference 
Frequency Domain）法 （31）による計算法を示す．後者
は周波数領域の差分法であると考えてよい．ただし，
解析空間のセル構造は図 5と同じである．
有限要素法と FDFD法による分散ダイアグラムの計

算法はよく似ている．それらのメッシュ構造を図 11に
示す．有限要素法では三角形であるのに対して，FDFD
法では長方形である．四つの周期境界 P B に周期境界条
件（5）を適用すると，両者共に電磁界の関係式は

� （10）　

の固有値方程式によって表される．ここで，行列 A，B
の要素は構成パラメータ，メッシュの構造パラメータ，
kt などによって定まる．また，ベクトル x は格子点の
電界あるいは磁界である．
このように分散ダイアグラムの計算は行列の固有値

問題（10）に帰着される．行列のサイズは格子点の数
であるから，精度を上げようとしてメッシュを小さく
すると行列のサイズが極めて大きくなるという欠点は
あるものの安定した計算が可能である．数値例を図 12
に示す．これは誘電率 ε r= 8.9 の周期誘電体円柱の分
散ダイアグラムである （32）．比較のために FDTD 法に
よって求めた結果も示している．ここで，横軸の Γ，X, 
及び M はブリユアン帯域の ( kx, ky )= ( 0, 0 ), ( π  /  L,  0 )，
( π  / L,  π  / L ) に対応する．

 4 むすび
本稿では，数値電磁界解析ということに焦点を当て

ながら，メタマテリアルアンテナのモデリング法の現
状について概説した．まず最初に計算電磁気学におけ
る主要な電磁解析法の基本的な考え方を簡単に紹介し，
次に無限周期構造による散乱解析と伝搬特性の解析手
法について議論した．更に，メタマテリアルアンテナ
設計のための近似手法についても簡単に述べた．これ
らの方法は必ずしも完全ではない．今後の発展を望み
たい．また，誌面の都合上割愛せざるを得なかった重
要な方法もある．興味ある読者は参考文献で補って頂
きたい．
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 1 まえがき
誘電率と透磁率が同時に負となる媒質の電磁界は，

1968 年にロシアのヴェセラゴにより理論的に考察され
た （1）．後に自然界には存在しない人工的なものとして
メタマテリアルの概念が登場した．左手系媒質による
負屈折率現象が 2000 年に実証されたのを機に （2），欧
米を中心にメタマテリアル研究が盛んになった．特に，
2002 年に発表された伝送線路アプローチは，マイクロ
波回路やアンテナ設計に有効な設計法である （3）， （4）．
アンテナの小形・高機能化の一手法としての利用が

期待されるメタマテリアル技術は，従来の伝送線路理
論が左手系領域まで拡張された結果，素子の設計自由
度が広がり，従来にはない特性を有するアンテナの実
現に寄与してきた．先に述べた伝送線路アプローチを
用いることで，様々な特性を等価回路あるいは電磁界
シミュレータで容易に設計可能となったため，次々と
新たな電磁現象やその応用例が発表されてきた．最近
では，指向性切換機能や相互結合抑制用空間フィルタ，
携帯端末用広帯域アンテナなど，メタマテリアル技術
を用いた小形・高機能アンテナが数多く実現されてい
る．
本稿では，メタマテリアル技術のアンテナへの応用

分野を理解するために，まず，メタマテリアルアンテ
ナを分類する．メタマテリアルの設計は，所望の特性

を有する周期構造の単位セルの分散特性を設計するこ
とになるため，その基本的な原理を説明する （5）．後半
では，小形・高機能メタマテリアルアンテナの設計法
と応用例を具体的に解説する．

 2 メタマテリアルアンテナの分類
メタマテリアルアンテナを表 1のように分類する．

メタマテリアルアンテナは，アンテナ素子自体にメタ
マテリアルの概念を適用したものと，従来のアンテナ
素子の周辺にメタマテリアルを配置したものに大別さ
れる．また，アンテナ素子として構成したものは，更
に共振形と非共振形に分けられる．
従来のアンテナは伝送線路で構成され，波長に依存

する長さで共振する．共振形メタマテリアルアンテナ
では，この伝送線路を左手系帯域で動作するように設
計することで，従来アンテナより小形化が可能になる
が，アンテナ特性は狭帯域あるいは低放射効率となる．

メタマテリアルのアンテナ応用

Metamaterials for Antenna Applications

道下尚文 Naobumi Michishita †

†   防衛大学校，横須賀市
   National Defense Academy, Yokosuka-shi, 239-8686 Japan

Summary アンテナの小形・高機能化の一手法としての利用が期待されるメタマテリアル技術は，従来の伝送線
路理論が左手系領域まで拡張された結果，素子の設計自由度が広がり，従来にはない特性を有するア

ンテナの実現に寄与してきた．本稿では，メタマテリアル技術のアンテナへの応用分野を理解するために，まず，メタマ
テリアルアンテナを分類する．メタマテリアルの設計は，所望の特性を有する周期構造の単位セルの分散特性を設計する
ことになるため，その基本的な原理を説明する．アンテナ素子への応用例として，共振形による小形アンテナ，アンテナ
間相互結合抑制素子，非共振形による広帯域，低姿勢，小形メタマテリアルアンテナを示す．また，周囲媒質としての利
用もアンテナの性能や設置自由度を向上できることを示す．

Key Words メタマテリアル，アンテナ，EBG，人工磁気導体，電磁界解析

ⓒ電子情報通信学会2015

表1　メタマテリアルの分類

適用箇所 名称 特徴

メ
タ
マ
テ
リ
ア
ル
ア
ン
テ
ナ

アンテナ
素子

共振形
放射素子 小形化

寄生素子 結合抑制・指向性制御

非共振形 広帯域化

アンテナ
周辺

電磁バンドギャップ
（EBG）構造 結合抑制

人工磁気導体 低姿勢化

負屈折率レンズ 薄形化・小形化
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非共振形アンテナの応用としては，漏れ波アンテナ
があり，広帯域な特性を有するが，動作周波数に応じ
て電波の放射方向が後方から前方へと変化する．
左手系帯域と右手系帯域の間に存在する電磁バンド

ギャップ（EBG）は非伝搬領域となる．この EBG構造
をアンテナ周辺に配置することで，相互結合の抑制や，
磁気壁としての利用が提案されている （6）．EBG構造の
電波遮断メカニズムについては，平面形で製作が容易
な構造として知られているマッシュルーム構造の分散
特性と，左手系領域及び EBG領域における電波伝搬の
様子が明らかにされている （7）．

 3 メタマテリアルの設計法

3.1　等価回路設計法
伝送線路理論に基づく等価回路設計法について解説

する．通常の伝送線路は，直列 LR と並列 CR で構成さ
れる等価回路になる．一方，伝送線路が左手系帯域を
持つためには，直列 CL と並列 LL から成るハイパス構
造とすればよい．この回路を構成しようとすると，通
常の直列 LR と並列 CLも存在することから，図 1に示
す右手／左手系複合伝送線路となる．この伝送線路を
伝搬する波の伝搬定数 γ は，線路に損失がないと仮定
すれば，

� �

� （1）　

� （2）　

� （3）　

となる．ここで，伝搬定数 γ の実部は減衰定数α，虚
部は位相定数β である．
位相定数をグラフ化したものがω –β ダイアグラムで

ある．β が負の領域の場合，左手系帯域となり，β が正
の領域の場合，右手系帯域となる．β = 0 となる周波
数である直列共振周波数ω se と並列共振周波数ω sh はそ
の素子定数の値によっては大小関係が入れ替わる．

このω se とω sh は，LR，CL，LL，CR それぞれの素子
定数を変えることで，ω 0で一致させることができ，平
衡（バランス）形線路と呼ばれる．また，ω se とω sh が
一致しない場合を不平衡（アンバランス）形線路といい，
ω se とω sh の間の周波数帯がEBG帯域となる．
以上から，所望の周波数帯域で分散特性を設計する

ことで，後述する各種メタマテリアルアンテナを実現
できる．

3.2　電磁界シミュレータによる設計法
まず，一次元伝送線路の分散特性をどのように設計

するかを説明する．一次元伝送線路の例としては，マ
イクロストリップ線路に直列にくし形のインタディジ
タルキャパシタを挿入し，その直後にスタブ構造を設
け，ビアで地板と接続する構造が用いられる．この単
位セルの S パラメータを電磁界シミュレータで計算す
る．位相定数β 及びブロッホインピーダンス ZB は，

� （4）　

� （5）　

となる．ここで，p は周期長である．
次に二次元伝送線路の設計法を説明する．二次元伝

送線路の例としては，パッチとビアから成るマッシュ
ルーム構造が用いられる．ビアは並列Lであり，隣接パッ
チ間のギャップが直列 Cとなる．周期的に無限に存在
する二次元伝送線路の分散特性を設計する場合には，
単位セルにフロケの周期境界を適用し，固有値計算を
行うことで分散特性を計算する．

 4 メタマテリアルアンテナ素子

4.1　共振形小形アンテナ
アンテナ素子を構成する伝送線路にメタマテリアル

を応用すると，小形アンテナが実現できる．これは，
左手系帯域における共振は低い周波数に現れるためで
ある．設計指針としては，アンテナ素子を構成するセ
ル数 N が決まれば，所望の周波数で単位セル当りの位
相定数β = pπ  / Nとなるよう構造パラメータを調整す
ることで，左手系の基本共振モードである n=−1の共
振が得られる．あとは，従来の伝送線路に，左手系帯
域を得るための直列 Cと並列 Lをいかに実装するかが
問題となる．実際に利用される伝送線路としては，同
軸線路，平行二線，マイクロストリップ線路，コプレー

RL LC
RCLL

図1　右手／左手系複合伝送線路の等価回路
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ナ線路，平行平板，導波管などが挙げられる．
同軸線路では，内導体を分割し直列 C を追加し，内

導体と外導体を接続することで並列 Lを追加すると右
手／左手系複合伝送線路ができる．図 2のように，小
形モノポールアンテナとして動作させると，アンテナ
高を λ / 25まで小さくできることが分かっている （8）．
平行二線の一方の線に，直列 C を配置し，他方の線

と接続した線に並列 Lを配置することで右手／左手系
複合伝送線路を構成する．図 3に示すように，主線路
中央に給電し，アンテナ全長が 0.18 λ で半波長の共振
が得られる左手系ダイポールアンテナが提案されてい
る （9）．
以上の線状アンテナに対し，平面アンテナとして構

成できるマイクロストリップ線路では，前章で述べた
マッシュルーム構造を基本として，パッチ間のギャッ
プでは直列 C が小さいため，多層構造による平行平板
コンデンサを採用したものや，並列 L のビアを削除し
ても特性が得られるよう工夫したものなどが提案され
ている．
分散特性のうち，β = 0となる周波数で共振する現象

を特に零次共振と呼ぶ （10）．このとき，共振器全体にわ
たり位相が変化しないことから，波長は無限大と考え
ることもできる．これは，共振周波数がアンテナサイ
ズによらないことに対応するため，小形アンテナとし
て有望である．図 4に示す零次共振アンテナはアンテ
ナ長が0.16 λ と小形である （11）．また，図5のようにマッ

シュルーム構造を二次元に配置したときの零次共振に
おける放射はコニカルビームとなるため，低姿勢モノ
ポールアンテナにも応用されている．以上の平面アン
テナへの給電方法は，地板から貫くプローブ給電や基
板端からマイクロストリップ線路で給電する方法を選
択できる．

4.2　左手系寄生素子
図 3の平行二線で構成された右手／左手系複合伝送

線路を給電せずに，通常のダイポールアンテナ近傍に
寄生素子として配置すると，通常のダイポールアンテ
ナの共振周波数付近でダイポールアンテナと左手系伝
送線路の主線路に流れる電流は逆相となり，阻止帯域
を生成できる．このとき，ダイポールアンテナの整合
は維持されている．このように，左手系寄生素子によ
り急しゅんな空間フィルタが実現できる （12）．図 6は左
手系寄生素子の有無によるダイポールアンテナ間の
750 MHz における電界分布を示している．それぞれの
アンテナの共振周波数は 720 MHz 及び 750 MHz であ
り，アンテナ間距離は 400 mmである．左手系寄生素
子の設計周波数は 750 MHz とする．また，720 MHz
帯ダイポールアンテナに給電し，750 MHz 帯ダイポー
ルアンテナは 50 Ω で終端している．図 6（a）のよう
に左手系寄生素子を配置しないとき，電界はそれぞれ
のアンテナ間に広く分布している．図 6（b）のように
720 MHz 帯ダイポールアンテナから 30 mmの位置に
左手系素子を配置すると，電界はそれぞれのアンテナ
近傍に集中し，相互結合を抑制することが分かる．S21
は寄生素子を配置しないとき−19 dB であるのに対し，

Chip capacitor

Chip inductor

Parallel wire

Feed point

図3　平行二線ダイポールアンテナ

Feed point

Ground plane

Mushroom structure

図5　 マッシュルーム構造による零次共振低姿勢モノポー
ルアンテナ

Interdigital
capacitor

Meander line
inductor

Grounded
capacitor

図4　マイクロストリップ零次共振アンテナ

Ground plane

Stub

Gap

Outer
conductor

Inner
conductor

図2　同軸モノポールアンテナ
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寄生素子を配置すると 750 MHz 付近で−38 dB まで急
しゅんに減少する．
左手系寄生素子は，阻止帯域内で反射器及び導波器

として動作することが分かっている （13）．ダイポールア
ンテナの四方に配置した左手系寄生素子の主線路に挿
入した直列 C の値を変えることで，放射パターンを可
変とすることができ，従来のビーム制御アンテナの
1 / 5 のサイズで実現できる．また，図 7は低姿勢指向
性切換アンテナの例であり，放射素子は容量装荷型モ
ノポールアンテナ，寄生素子はマッシュルーム構造と
し，ギャップに実装したチップコンデンサの素子値を
変化することで指向性を切り換えられ，最大利得は
1.5 dBi が得られている （14）．

4.3　非共振形広帯域漏れ波アンテナ
共振形アンテナに用いた一次元あるいは二次元伝送

線路において，それらの分散特性における速波領域（位
相速度が光速以上となる領域）の周波数帯では，伝送
線路を進む波からの漏れ波放射が起きる．右手系帯域
では，位相定数は正であるため漏れ波放射方向は進行
方向である．一方，左手系帯域では，負の位相定数で
あるため後方放射が得られる．このように，右手／左
手系複合伝送線路で構成した漏れ波アンテナは広帯域
特性を有し，周波数変化に応じて後方から前方へのビー
ム走査が可能となる．漏れ波アンテナを構成する伝送
線路は，共振形アンテナと同様な線路で実現できる．
UHF帯からミリ波帯まで，各種漏れ波アンテナが実現
されている．図 8は地上ディジタル放送受信用アンテ
ナの例であり，10セルから成るはしご形右手／左手系
伝送線路が地板上に配置されている （15）．ここで，UHF
帯まで動作帯域を低周波数化するために，並列 Lとし
てメアンダラインインダクタを採用している．動作周
波数は 400～700 MHz，最大利得は−0.6 dBi が得られ
ている．
図 5の低姿勢モノポールアンテナは零次共振周波数

でコニカルビームを放射するが，左手系及び右手系帯域
においても同様な放射パターンとなる，広帯域動作をす
ることが分かっている （16）．この広帯域なCRLH伝送線
路に良好に給電するための給電構造が提案されてい
る （17）．図 9に中央給電一次元漏れ波アンテナを示す．
単位セルの構造パラメータはバランス条件を満たすよう
に決定している．また，CRLH 伝送線路の両端部は

720 MHz dipole720 MHz dipole 750 MHz dipole750 MHz dipole

25 dBV/m25 dBV/m

40 dBV/m40 dBV/m40 dBV/m40 dBV/m

60 dBV/m60 dBV/m

（a）　左手系寄生素子を配置しないときの電界分布

Parasitic element

720 MHz dipole 750 MHz dipole

60 dBV/m

25 dBV/m

8 dBV/m

40 dBV/m

（b）　左手系寄生素子を配置したときの電界分布

図6　 左手系寄生素子によるダイポールアンテナ間相互結
合抑制

図7　低姿勢指向性切換アンテナ 図9　中央給電一次元漏れ波アンテナ

Ref: 50Ω
概 ね 一 致200  mm
40 mm

x

z

y

27 nH 4 pF

LC matching circuit

Chip capacitor

Meander inductorGround plane

図8　UHF帯はしご形漏れ波アンテナ
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ZB= 40 Ω で終端している．片側 10セル，合計 20セ
ルのCRLH-TL から成るアンテナの S11 特性は 1.65～
2.65 GHz で−10 dB 以下となり，比帯域幅は 50％とな
る．S21は全帯域で−20 dB 以下となり，給電された電
力は 99％以上放射される．放射パターンは天頂方向に
ヌルを有するモノポールアンテナの放射パターンと同様
となり，最大利得は7～9 dBi となる．
漏れ波アンテナの利得は，単位セル当りの漏えい量

によるため，通常高利得を得るには線路長を長くする
必要がある．携帯端末等への実装を考えると，短い線
路長で効率良く放射できることが望まれる．そこで，
図 10に示すように，マッシュルーム構造による伝送線
路を携帯端末を模擬したきょう体上部に 2セル配置し
たアンテナが提案されている （18）．終端条件によって特
性が変化し，短絡終端の場合 106％の比帯域幅と
2.1 dBi 以上の利得が得られる．

 5 メタ表面のアンテナ応用

5.1　アンテナ間相互結合抑制
高誘電体基板上のマイクロストリップアンテナは，

基板厚を厚くすることで帯域を確保できるが，表面波
が強く励振されアンテナ間結合を生ずるため，アンテ
ナ効率の減少やアンテナパターンを乱し，アンテナア
レーの相互結合を増加させる．E 面方向に沿った表面
波は大きいため，E 面結合の場合は高誘電率であるほ
ど結合が強くなる．そこで，厚い高誘電率基板上の E
面方向に配置されたマイクロストリップアンテナ間の
強い相互結合を抑制するために，マッシュルーム EBG
構造を挿入することを考える （6）．比誘電率 10.2，基板
厚 2 mmの誘電体基板上に 7 mm× 4 mmのマイクロ
ストリップアンテナを E 面方向に 0.75 波長間隔で配置
したときの相互結合は−16 dB である．一方，アンテナ
間にEBG構造を配置すると−25 dB まで減少する．
同様に，半波長間隔で置かれた逆 Fアンテナ間の相

互結合抑制量についても検討されている （19）．図 11 の
ようにマッシュルーム構造を 3× 2 セル配置したとき，
アンテナの整合を維持しながら，32 dB の相互結合抑
制が達成されている．

5.2　人工磁気導体
EBG構造のもう一つの特徴は，平面波を同相で反射

する特性を持つことである．これは磁気壁と呼ばれ，
境界において磁界の接線成分がない．電気壁に平行な
電界は逆相のイメージにより打ち消し合うのに対し，
磁気壁に平行な電界は同相のイメージにより強め合う．
EBG 構造の場合，分散を持つために，反射位相は
−180° から 180° まで周波数により変化する．図 12に
示すように，EBG地板から 0.06 λ の高さにダイポール
アンテナを地板と平行に配置すると，反射位相が 90±
45° となる周波数帯域で，整合を取ることができ，
8 dBi の利得が得られる （6）．

 6 誘電体メタマテリアル
負の屈折率媒質を用いた曲面修整レンズによってレ

ンズの薄形化ができ，F/D< 1で広角走査した場合で
も，焦点領域でのレイトレースによる屈折レイが集束
するため，レンズアンテナの小形化が可能となる．負
の屈折率を実現する構造は多様に研究されているが，
低損失構造として誘電体共振器を磁性構造として用い
るものが提案されている （20）．単位セルは誘電体で満た
された間隔 d の平行平板内に誘電体共振器が挿入され
た 構 造 で あ る． 誘 電 体 共 振 器 の 寸 法 は 直 径
a= 5.1 mm, 厚み h= 2.03 mmを用いる．この平行平

0.5 pF40 mm

20 mm

Feed

Terminal conditions

ShortOpen

図10　携帯端末用小形広帯域アンテナ ダイポールアンテナ

地板

マッシュルーム構造

図12　EBG地板上低姿勢ダイポールアンテナ

逆 Fアンテナ

マッシュルーム構造地板

図11　逆 Fアンテナアレー
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板は平行平板に沿って伝搬するTEモードは遮断周波数
帯域となる．これはTEモードの実効誘電率が負となる
ためである．円筒形誘電体共振器の最低次モードが
TE01δ モードであり，平行平板に挟まれたそれぞれの誘
電体共振器は TEモードと磁気結合する．誘電体共振
器を用いたメタマテリアルレンズにより，平行平板で
一体型となる二次元広角走査用メタマテリアルレンズ
アンテナを設計し，平行平板内の円筒波が，レンズ透
過後に平たん等位相面に変換され，オンフォーカス，
15° 及び 30° 走査でおおむね一定のビーム特性が得ら
れることを確認した （21）．メタマテリアルレンズアンテ
ナの損失要因として，平行平板内の誘電体損及び，曲
面の階段近似の影響であることが分かっている．図 13
は試作したメタマテリアルレンズアンテナであり，
F/D= 0.5，開口面は 156 mm，レンズと一次放射器間
の中心の距離は 100.25 mmとなっている．レンズア
ンテナの動作周波数は 11.2 GHz である．

 7 むすび
メタマテリアルのアンテナ応用について，実用的な

設計法を述べ，アンテナ素子と周囲媒質としての応用
例を解説した．アンテナ素子は共振形による小形アン
テナやアンテナ間相互結合抑制素子として利用できる
ことを示した．非共振形による広帯域，低姿勢，小形
メタマテリアルアンテナは従来技術では達成できない
特性を実現できることが分かった．また，周囲媒質と
しての利用もアンテナの性能や設置自由度を向上でき
ることを示した．このように，マイクロ波帯でのメタ
マテリアルのアンテナ応用は従来アンテナでは達成で
きない特性を有し，製造法としても従来のプリント基
板加工技術を利用できることから，実用化に最も近い
分野の一つである．
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 1 はじめに
高速・大容量化を実現する次世代通信システムへの期

待の高まりとともに，スマートフォンや携帯端末，ノート
PC等の無線を搭載した機器の利用は今後も増加するこ
とが予想され，高品質な無線通信の実現が期待されてい
る．一方，無線機器は利便性の観点から，急速に小形化
も進んでおり，機能の異なるディジタル回路とアンテナ・
無線（アナログ）回路のデバイス，モジュール等が同じ基
板上に混載され，高密度に実装されるようになってきた．
このような高密度な混載化は，機器内における電磁気的
な結合を高め，ディジタル無線回路間の電磁干渉を引き
起こすようになる．特に，近年は電磁ノイズを発生させ
るディジタル回路がアンテナや無線回路の近くに実装さ
れるケースが目立ってきており，同じ機器内における
LSI などから発生した電磁ノイズによる電磁干渉は，イ
ントラEMC（Electromagnetic Compatibility）とも呼
ばれ，アンテナの受信感度の低下や通信速度の低下と
いった通信性能に対して影響を与える．無線機器の開発
では，通信品質や性能を高めるためにアンテナの高性能
化を図るが，受信特性に影響する“電磁干渉の抑制”は
これと並行して重要な技術であり，開発の場面において
重要視されている．
本稿では，電磁干渉の抑制に向けたメタマテリアル技

術の応用として，電磁バンドギャップ（EBG：Electro-

magnetic Band Gap）構造と呼ばれる技術について取
り上げ，これまでに提案されているEBG構造の種類や
原理を中心に，筆者らによるEBG構造の応用事例も含
めて紹介し （1），更に試作機レベルでの電磁ノイズ抑制効
果についても評価結果を示して解説する．

 2 無線機器における電磁干渉
無線機器内の電磁干渉は，図 1に示すように，主に

LSI などのディジタルデバイスから発生した電磁波が基
板などを伝搬し，アンテナ・無線回路へ混入すること
で生じる．同図に電磁ノイズの発生と電磁干渉の代表
的なメカニズムを示す．回路部品が実装されているプ
リント基板は，LSI などに電源電圧を供給するために電
源プレーンとグランドプレーンと呼ばれる二つの導体
プレーンを備える．この両プレーンは平行二板の構成
となっているため，LSI の動作時には，トランジスタの
同時スイッチング等により生じた高周波成分を有する
電磁ノイズが電源プレーン・グランドプレーン間を導
波路として伝搬することになる．LSI から発生する高周
波成分のうち，アンテナ受信周波数に一致するものが，
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図1　電磁ノイズの発生と電磁干渉のメカニズム
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“電磁ノイズ”として振る舞い，プレーンの端部や開口
部から空間に放射され，周囲のアンテナに混入し，無
線通信の受信感度や通信速度の低下を引き起こす原因
となる．
LSI などのノイズ発生源のノイズ電力を Pnoise，アンテ

ナにおけるノイズの受信電力を Pant，基板などのノイズ
伝搬路が関係するノイズ結合量（結合係数）を Cとする
と，電磁干渉の関係は以下の式で考えることができる．

� （1）　

電磁干渉の抑制は，アンテナのノイズ受信電力 Pant を
小さくすればよく，電磁干渉設計は，ノイズ発生源電
力 Pnoise，とノイズ結合量 C の両方または一方をいかに
小さくするかがポイントになる．このため従来から，
ノイズ電力 Pnoise の基板への漏えいを防ぐことを目的
に，LSI 端子の直近にデカップリング用チップキャパシ
タやフィルタを用いて電源・グランドプレーン間の電
圧変動を抑制する技術等が知られており無線機器に広
く利用されている．これに対して，本稿で紹介するメ
タマテリアル技術は，ノイズ結合量 C の低減を図るも
ので，基板内の伝搬路に対してパターン形成するもの
である．通常のプリント基板プロセスで形成できるた
め，部品コストが掛からない等の利点がある．

 3  電磁干渉抑制へのメタマテリアル技術
の応用

メタマテリアルの一種である EBG構造は 2000 年代
の初頭から，電磁ノイズの伝搬を抑制する新たな技術
として応用が検討されてきた．
メタマテリアルとは，金属などの構成要素を波長に

比べて十分小さい間隔で並べて実効的に均一な媒質を
形成する技術であり，構成要素や並べ方の設計を工夫
することで媒質中の実効的な誘電率 ε や透磁率µ を，
任意の正の値だけでなく負の値にも制御することが可
能となる．メタマテリアルの誘電率，透磁率の値は，
構成要素である「ユニットセル」と呼ばれる繰返し単
位の構造体を伝送線路型の等価回路に置き換えて対応
付けると考えやすくなる．図 2に示すチャートは横軸
を誘電率 ε，縦軸を透磁率µ として， ε， µ の各領域
（象限）におけるユニットセル等価回路と電磁波の振舞
いを表現したものである．ユニットセル等価回路は，
電磁波の進行方向に挿入される直列ブランチと，2線
間に挿入される並列ブランチで表現できる．直列ブラ
ンチがキャパシティブとして作用するとき負の透磁率，
並列ブランチがインダクティブに作用するとき負の誘
電率の媒質が実現されることが知られている．

同図の第 1象限は，誘電率，透磁率が両方とも正の
領域であり，空気や水などの自然界に存在する媒質は
この領域に位置する．一方，第 2～4象限は，メタマテ
リアルによって人工的に実現される領域である．誘電
率，透磁率の両方が同時に負となる第 3象限のメタマ
テリアルは，左手系媒質と呼ばれ，負の屈折率などの
興味深い特性を示す．
一方，EBG構造は，第 2象限や第 4象限に対応する

メタマテリアルであり，誘電率または透磁率のどちら
か一方が負となる．EBG構造中では，特定の周波数帯
で電磁波の波数 k=ω  √    ε µ     が虚数となり減衰解となる
ため，伝搬解が存在せず電磁波の伝搬が禁止されるこ
とになる．
このような特性を有する EBG構造を，電磁ノイズの

伝搬路であるプリント基板の電源・グランドプレーン
の間の層に形成すれば，ノイズ結合量 C を低減する，
すなわち，電磁ノイズの伝搬を基板内で抑制して空間
への放射を低減できると考えられる．EBG構造は，プ
リント基板上の配線などと同様に銅はくのエッチング
プロセスで形成することができるため基本的には追加
の製造コストが掛からない．また，従来の電磁ノイズ
対策で使われてきたチップ部品の限界とされるGHz帯
のような高い周波数帯でも優れた伝搬抑制効果を示す．
これらの利点のため，EBG構造は次世代の電磁ノイズ
抑制技術として期待を集めている．

 4 EBG 構造の実装例と課題
EBG構造には，負の誘電率を実現する ε -negative 型

（第 2 象限に対応）と，負の透磁率を実現する
µ -negative 型（第 4象限に対応）の二つのアプローチ
が提案されている（図 3）．

ε -negative 型の EBG構造は，並列ブランチのアドミ
タンスを制御することで，負の誘電率を実現する．し
かし単純に図2の第2象限を実現しようとすれば，電源・
グランドプレーンがショートしてDC電圧を供給でき
ない．このため，電源・グランドプレーン間にパッチ

図2　メタマテリアルによって実現される領域
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とビアから成るマッシュルーム型の構造を配列させた
構成が知られている （2）．図 3では基板の厚み方向が拡
大されているが，実際の基板内では隣接するマッシュ
ルーム構造間に比べて，マッシュルーム構造と上部プ
レーンとの距離の方が圧倒的に小さい場合が多い．こ
のため，マッシュルーム構造は，近似的にプレーンと
パッチ間のキャパシタンスとビアのインダクタンスか
ら成る LC共振回路として機能し，並列ブランチ全体が
インダクティブとなる周波数帯で実効的な誘電率が負
となり，EBG特性を示す．
一方，µ -negative 型の EBG構造は，直列ブランチの

インピーダンスを制御することで，負の透磁率を実現
する．しかし，この場合も単純に図 2の第 4象限を実
現しようとすれば，電源プレーンが寸断されてしまい
DC電流が流れない．これを回避するため，プレーンに
周期的なスリットとブリッジをパターニングした構成
が知られている （3）．この構成は近似的にスリットのキャ
パシタンスとブリッジのインダクタンスから成る LC共
振回路として機能し，直列ブランチ全体がキャパシティ
ブとなる周波数帯で実効的な透磁率が負となり，EBG
特性を示す．
上記のように，これまでに提案されている EBG構造

は，電源・グランドプレーンの本来の機能を損ねるこ
となく，特定の帯域で第 2，第 4象限の EBG特性を示
すように工夫されている．
しかしながら，これまで EBG構造の実用化を阻んで

きた要因として，両方式に共通して挙げられるのが，
ユニットセルのサイズである．主に電磁干渉の原因と
なる数百MHz～数 GHz の周波数帯の電磁ノイズを抑
制するには，比較的大きなインダクタンスやキャパシ
タンスが必要となり，これを作り出すためには LC共振
回路の面積増加が避けられない．例えば無線 LANの
2.4 GHz 帯をターゲットにする場合，ε -negative 型で

8 mm以上 （4）， µ -negative 型では 18 mm以上 （3）のユ
ニットセルサイズが必要となり，小形化が進む無線機
器の基板に実装するのは，現実的ではなかった．

 5  オープンスタブを用いた超小形 EBG
構造

こうしたユニットセル小形化の要求に応えるため，
筆者らは新しいコンセプトを採用したµ（マイクロ）
EBG構造を提案している（図 4） （5）．

µEBG構造は，ε -negative 型の考え方を基礎として，
並列ブランチに従来の LC共振回路の代わりにオープン
スタブと呼ばれる共振構造を用いることを特徴として
いる．オープンスタブは終端が開放された伝送線路で
あり，面積ではなく“長さ”によって共振周波数を制御
することができ，等価回路ではスタブを構成する伝送線
路の長さ d，特性インピーダンス Z0，位相定数βTLとし
て表している．動作原理を理解しやすくするため，比較
的寄与の小さいプレーン間のキャパシタンスやビアの
インダクタンスを無視すれば，µEBG 構造の並列ブラ
ンチは近似的にオープンスタブの特性で決定される．
オープンスタブは周波数が高くなるにつれて，キャパシ
ティブとインダクティブの特性を繰り返すが，インダク
タンスとなる全ての周波数帯域でEBG特性を示す．
バンドギャップを低周波化するためには，オープン

スタブを長くして共振周波数を低周波化する必要があ
るが，必ずしも面積を必要としない．このため，従来
に比べてユニットセルの実装面積を大幅に小形化する
ことが可能となる．例えば，図 4に示すようにオープ
ンスタブを渦巻き状に形成することで，無線 LANの
2.4 GHz 帯をターゲットとした場合に 2.1 mm×
2.1 mmと非常に小さいユニットセル面積を実現するこ
とが可能となる．これは従来提案されている EBG構造
のユニットセルの 1/15 以下の実装面積である．
このµEBG構造のバンドギャップ帯域を正確に計算

するには，構造の周期性による影響を考慮する必要が
ある．このため，ブロッホの定理に基づく周期境界条
件をユニットセル等価回路に対して適用し，µEBG構
造における電磁波の分散関係を計算する．分散関係と

図3　代表的なEBG構造とユニットセル等価回路 図4　μEBG構造とユニットセル等価回路
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は波数と角周波数の関係であり，媒質中を伝搬する電
磁波の性質を表したものである．今，図 4のユニット
セル等価回路に周期境界条件を適用して計算すれば，
µEBG構造の分散関係として次式を得る （5）．

� （2）　

ここで，伝搬する電磁波の波数 k，角周波数ω，ユニッ
トセルサイズ a，オープンスタブを構成する伝送線路の
特性インピーダンス Z0，伝送線路の長さ d である．ま
た伝送線路の位相定数βTLとし，角周波数の関数として
次式で与えられる．

� （3）　

ε r ，µ r はそれぞれプリント基板材料の比誘電率と比透
磁率であり，c は真空中の光速である．
図 5 は，2.4 GHz 帯をターゲットとして設計した

µEBG構造の分散関係の例である．比誘電率と比透磁
率を一般的なプリント基板材料の値である ε r= 4.2，
µ r= 1，スタブ長 d を 18.2 mmとして計算した．図の
横軸は EBG構造中を伝搬する電磁波の波数，縦軸は周
波数である．原点から伸びる第 1バンドの分散曲線は
1.91 GHz において図の右端（k=π /a）に到達し，次
の分散曲線が現れる 3.62 GHz までの間の周波数帯に
は分散曲線が存在しない，すなわち，この周波数帯が
バンドギャップである．同図より第 1バンドギャップ
（1.91～3.62 GHz）を参照すると，無線 LANの 2.4 GHz
帯を十分にカバーすることが分かる．このときのバン
ドギャップ帯域は，ユニットセルの並列ブランチがイ
ンダクティブとなる周波数帯，つまり負の誘電率とな
る周波数帯とほぼ一致する．以降，周波数が上がるに
従って通過域とバンドギャップが交互に現れるが，こ
れは周波数の変化に伴って，オープンスタブが，キャ

パシティブとインダクティブに交互に変化するためで
ある．

 6  超小形 EBG 構造による電磁ノイズ抑
制効果の実証

この超小形ユニットセルの実現によって，初めて高
密度な製品レベルの基板に EBG構造を実装することが
可能となった．図 6はµEBG構造を実装した無線通信
評価用の試作ボードである．試作ボードは電磁ノイズ
発生源として FPGAを二つ搭載し，無線通信の評価用
に無線 LAN回路と外付けの受信アンテナを備える．
µEBG構造のユニットセルは小形性を生かして，ボー
ド内層のほぼ全面と表層の一部に配置した．またボー
ド表面には，内層を伝搬する電磁波の挿入損を測定す
るために，内層の電源・グランドプレーンにそれぞれ
接続された電源端子とグラウンド端子を備えた測定
ポートが複数設けられている．
図 7は試作ボード内部の電源・グランドプレーンを

伝搬する電磁波の挿入損を，二つの測定ポート間で測
定した結果の例である．横軸は周波数，縦軸は 2ポー
ト間の Sパラメータ（S21）である．µEBG構造ありと
なしの試作ボードで結果を比較すれば，特定の帯域で

図6　μEBG構造を実装した試作ボードと表層の拡大写真

図7　試作ボードの挿入損の測定結果の例図5　μEBG構造の分散関係の例
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急しゅんに挿入損が大きくなることが分かる．この帯
域は分散関係から計算したバンドギャップ帯域（図中
の帯）とよく一致しており，ほぼ理論どおりの帯域で
電磁波伝搬が抑制されることが確認できる．
図 8は 2.4 GHz 帯において，試作ボードの内部から

表面に漏えいする磁界強度を測定した結果である （6）．
測定は，二つの FPGAを動作させた状態で，磁界プロー
ブを用いて行った．µEBG構造なしの試作ボードでは，
点線で囲ったディジタル回路（FPGA）の周囲やボード
の端部から強い強度の磁界が漏えいしている．一方，
µEBG構造ありの試作ボードでは，漏えい磁界が大幅
に低減していることが分かる．
図 9はこの試作ボードを用いた無線通信性能評価系

である．測定は，電波暗箱の内部に設置した送信アン
テナから 2.4 GHz 無線 LAN信号を送信し，同じく内
部に設置した試作ボードの受信アンテナで受信して
行った．送信電力は送信機とアンテナの間の可変減衰

器で変化させた．図 10はこの評価系でパケットエラー
レートを測定した結果である （6）．測定結果の横軸は送
信電力の相対値，縦軸はパケットエラーレートである．
無線 LANの送信電力を下げていくと，ある送信電力で
パケットエラーレートが急激に上昇して通信ができな
くなるが，このときの送信電力をµEBG構造あり／な
しの場合で比較すると，約 10 dB の差が生じている．
この結果は，µEBG構造による電磁ノイズ放射の抑制
によって無線 LANの受信感度が最大で 10倍に向上す
ることを示している．

 7 世界初の EBG 構造の製品搭載
量産製品への適用に向けて，µEBG 構造を搭載した

Wi-Fi ホームルータの試作機を製造し，電磁ノイズ抑制
効果の検証を行った．検証では，DDRメモリのクロッ
ク周波数を調整し，試作機基板から放射するクロック
の高調波成分を 2.4 GHz 帯に合わせることで，意図的
にアンテナへの電磁干渉を発生させた．図 11 は，
µEBG構造ありとなしの基板の内部から表面に漏えい
する磁界強度を測定し，DDRメモリ搭載付近の画像を
比較した結果である．µEBG構造を搭載しない基板で
は，DDRメモリ付近から強い強度の磁界が漏えいして
いるのに対し，µEBG構造を実装した基板では漏えい
磁界が大幅に低減していることが分かる．
試作機における検証を経て，筆者らは，最新Wi-Fi

規格である IEEE 802.11ac に対応したWi-Fi ホーム
ルータへの，µEBG構造の搭載の検討をスタートさせ
た．11ac 規格では 5 GHz 帯を使用し，従来の 11n 規
格と比較して約 3倍となる通信速度の高速化が特徴で
ある．しかし，通信速度の高速化は基板に搭載される
ディジタル回路の高速化を意味するため，通信帯域に
近い高周波帯の電磁ノイズの増大と，通信特性の低下
が懸念される．このため，製品開発の初期段階から

図9　試作ボードの通信性能評価系

図11　 Wi-Fi ホームルータ試作機における表面磁界強度の
測定結果

図8　試作ボードにおける表面磁界強度の測定結果

図10　試作ボードを用いたパケットエラーレート測定結果
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µEBG構造の適用を検討し，開発が進められた．
本製品は 2013 年 4 月に，量産機として世界で初め

て µEBG 構 造 を 搭 載 し た Wi-Fi ホ ー ム ル ー タ
AtermWG1800HP/WG1400HP として NEC プラット
フォームズより出荷が始まっている（図12）．本製品は，
µEBG構造による電磁ノイズの抑制によってディジタ
ル回路とアンテナの距離を接近させることが可能とな
り，802.11ac 規格の高速な通信性能を確保しながら小
形化を実現している．

 8 むすび
本稿ではメタマテリアル技術の産業応用の一例とし

て，無線機器の小形化と高速な通信性能を両立させる
新たな電磁ノイズ抑制技術であるµEBG構造を紹介し
た．本技術は汎用的な技術であり幅広い製品への展開
が期待できる．今後，新しいものづくりの基盤技術と
して本技術が更に発展することを期待する．
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 �1.��ヒューマンインタフェース
技術との出会い

1.1　ヒューマンインタフェース技術事始め
2014 年 6月 30日，35年 3か月勤めた（株）東

芝を定年退職致しました．就職活動を始めた 36年
前を振り返ってみると，東大電気電子 100 年以上
の歴史の中で，修士女子学生が就職するのは初めて
で心せよと，指導教官の茅陽一先生と就職担当の瀧
保夫先生からもお言葉を頂きました．当初はその意
味が分かりませんでしたが，先生方にお世話頂いた
2社に女子学生は採らないと断られて，その意味が
身に染みました．
その年から女子学生の活用を始めた東芝（当時は

東京芝浦電気株式会社）にどうにか入ることができ
ました．しかし，100 年の歴史ある東芝でも，修
士以上の女子学生は初めてということで，1979 年
入社時の初任給は，同期より 1万円減でした．（翌
年同期と同額までベースアップしました．）
波乱含みで就職した総合研究所では，システム工

学グループに配属されました．最初の課題は「日本
語を使うことにより，ソフトウェア作成効率が上が
るのかどうかを調べよ」というものでした．いきな
り日本語交じりのプログラム言語設計をするわけに
もいかないので，日本語あるいは英語のみの文章と
英語交じりの文章との読みやすさの違いから手を付
けることにしました．その文章を作るのに使ったの

が，1978 年に発売されたばかりの日本語ワードプ
ロセッサ（JWP）JW-10 です．JW-10 を使わせて
下さいと日本語処理グループにお願いに行くと，マ
ニュアルを 1冊渡され，「これを勉強して使って」
と言われました．マニュアル片手に評価文書を入力
していて，ふと自分がプログラミングせずにコン
ピュータを使っていることに気付きました．「そう
だ，これからは一般ユーザもプログラミングせずに
コンピュータを使う時代になる．私もコンピュータ
を使いやすくする研究をせねば」と思い至りまし
た．これが筆者とヒューマンインタフェース技術と
の出会いだったのです．

1.2　�文字図形ワークステーション（WS）の設計と
ソフトウェア特許

とはいっても，当時はマン・マシンインタフェー
スや人間工学という分野はありましたが，安全性な
どが中心で，筆者がやりたい使い勝手とは違ってい
ました．勝手にユーザインタフェースと名付けて，
文献調査などをこっそり開始しました．上司からは
そんなのは学問ではないと言われていました．
そのような孤立無援のとき，隣の日本語処理グ

ループで斎藤光男氏（故）がリーダとなって文字図
形ワークステーション（WS）（図 1）の開発プロ
ジェクトが始まり，筆者も設計に参加できることに
なりました．
今ではMicrosoft の Word などを使って，PCな
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どの画面上で
図や写真を貼
込んで種々の
資料を作成し
ていますが，
当時はそれが
できませんで
した．JWP で
扱えるのは文
字だけで，図
表や写真は貼込むための余白を設定し，印刷後に
貼っていました．一方，文字図形WSは画面上で
見ながら文書作成ができるようにするものです．
（WYSIWYG：What you  see  is what you get.）
ハードウェア（HW）はビットマップディスプレイ
やレーザプリンタの開発，ソフトウェア（SW）は
文書図形エディタの開発を行いました．筆者は文書
図形エディタの設計において，代替案の評価を
HWと SW，そしてユーザの観点で評価して，ユー
ザにとって最適な選定をすることに注力しました．
このような設計の中で生み出されたアイデア（図

表のアンカリングなど）を特許提案しようと知財部
門に相談したところ，SW特許は前例がないので提
案できないと言われました．コンピュータでの文書
作成が常識になる世界が来ることを確信していた筆
者は納得がいかず，HW特許を真似して特許提案
を行いました．この特許（特許第 1851227 号）は，
SWでは初めての全国発明表彰発明賞を平成 10年
度に受賞しました．

1.3　JWP比較実験を基にした小形 JWP
次に手掛けたのが，初心者や入力プロによる

JWPの使い勝手評価実験 （1）です．初心者実験では，
事前評価実験では遭遇しなかったアクシデント続発
で，第 1子産休前の大きなお腹を抱え，四苦八苦
しました．例えば，被験者が操作方法を調べるため
にマニュアルを読んでいたら，マニュアルがキー
ボードに当たっていて，顔を上げたときには画面に
わけの分からない文字が並んでいたりしました．そ
のときの被験者の驚愕と絶望が入り混じった顔は忘
れられません．これらの実験で気付いた点を可搬型
JWP（JW-1，図 2）に生かしました．
（1）入力されたものは大事にする→挿入モード
にする：当時は原稿用紙に記入された文字を編集し
ていくというコンセプトだったので，既に文字があ

るところに入力すると，文字の上から書き込まれる
上書きモードが基本でした．これでは，せっかく入
力した文字が残らないので，挿入モードを基本に変
更しました．
（2）やり直しができるようにする→「戻る
（undo）」ボタンを設ける：人間はミスをするもので
す．被験者の入力を再現すると，かなりの時間を入
力ミスの訂正や上書きして消えてしまった文字の再
入力に使っていました．このため undoボタンを用
意しました．当時はメモリが高価だったので，これ
は事業部門に理解してもらうのに労力が入りました．
（3）複数機能を持つボタンが分からない→1ボタ
ン1機能にする：キーボードに新たなボタンを作る
と開発コストが掛かるので，実験に使った JWPで
は，一つのボタンに複数の機能を割り当てていまし
た．しかし，その切換を理解するのが難しいことが
実験を通じて分かりました．そこで，使える機能の
数は減らしてでも，1ボタンに1機能にしました．
また，分厚いマニュアルの代わりにサマリノート

を作成しました．JWP開発者の森健一氏が当時事
業部で自らWP営業に携わっており，そのサマリ
ノートを送ったところ，活用され，事業部門が社外
からマニュアルのベストプラクティスとして表彰さ
れました．

1.4　英日機械翻訳システム
1983 年に日本語処理グループに異動し，英日機

械翻訳システムのインタフェース（IF）設計に従事
しました．当時のWSのディスプレイはビットマッ
プではなく，ベクトルスキャン型（行単位で書換
え）でした．このHW制約から他社の機械翻訳シ
ステムでは上に原文，下に訳文を表示するように
なっていました．しかし，筆者は使い勝手を優先し
て，図 3のように左が原文を編集する英語エディ
タ，右が訳文を編集する日本語エディタと独立のエ

図 1　文字図形 WS（1981 年） 図 2　JW-1（1982 年）



私の技術者歴　My Frontier  Journey 35

My Front ier Journey

ディタを稼動させました．この設計は製品版AS-
TransacTM でも 10 年間使われました．HW制約を
乗り越え，2か国語エディタを実現して頂いた同僚
研究者に感謝するのみです．
1984 年 5月には第 2子を出産し，退職した義母

とベビーシッターの支援があるとはいえ，てんやわ
んやでした．そのような中でも工夫して特許を書き
続けました．特許は都合海外 295 件国内 415 件を
出願し，海外 170 件国内 165 件が登録され，権利
化率が 40％以上で高確率となっています．しかし，
ビジネス事情で高額の特許収入に結び付かなかった
のは，残念です．

1.5　文書整形システム�（2）

研究費申請書や論文を読んでもらうためには，ポ
イントを押さえた分かりやすい要約が非常に重要で
す．要約作成のためには，まず文書の構造を理解し
ポイントとなる内容を抽出することが重要と考え，
文書構造の解析に取り組みました．ここから，平文
から文書構造を解析し，それに基づき文書整形を行
う電子出版システムとして製品化しました．要約作
成については，意味理解が必要との結論に達し，研
究を中止しました．

 �2.��文書処理からコンピュータ
グラフィックス（CG）へ

2.1　CGチーム立ち上げ
文書処理の研究も 10年，そろそろ違うメディア

を使った IFを考えるべきと，1990 年に CGを使っ
た IF をやろうとグループを立ち上げ，そのリーダ
になりました．当初購入予定であった新WSはカ

タログ値の CG性能が出ず，価格が 10 倍のグラ
フィクスWSへの変更を上司に願い出て，上司か
ら「一人当り 25倍分だから，相当の成果を上げよ」
と言われました．当初はCGを使ったプレゼンテー
ションや舞台の照明シミュレーションなどに取り組
みましたが，なかなか大きな成果に結び付かず，胃
の痛くなる毎日でした．

2.2　エンドユーザ視点での仮想試作
出口に行き詰まり，いきなりエンドユーザを狙う

事業は難しいと考え直し，特定顧客向け設備の設計
可視化などでニーズがないか事業部のヒアリングを
始めました．ヒアリングしているうちに，設計会議
に出席する顧客は，予算管理者などが多く，設計さ
れた機器設備の操作を行う現場の操作員はほとんど
参加していないことに気付きました．予算管理者
（スポンサーユーザ）の要望は，コストパフォーマ
ンスの良い機器設備です．それに対し，操作員（エ
ンドユーザ）の要望は，使い勝手の良い機器設備で
す．この二つの要望は必ずしも一致しません．そこ
で，設計会議に参加できない操作員行動や視点を可
視化する機器設備の仮想試作シミュレーションを立
ち上げました．
具体的には，発電所の制御室では，照明のコン

ピュータ画面への映り込みがないか，操作員が緊急
時に必要なメータや警告を確実に視認できるかを，
発電シミュレータの計算結果も組み入れ，シミュ
レーションできるようにしました．
また CT（Computer Tomography）放射線検査

室（図 4）では，小柄な操作員でも，小さな窓越し
に患者の状態を確実に視認できるかなどを，全景と
操作員の視野の両方からCTなどの架台を動かしつ
つシミュレーションできるようにしました．ほかに
は，エレベータの行き先階操作パネルに，子供や車

図 3　機械翻訳（1985 年）

図 4　CT 放射線検査室（1992 年）
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椅子の人でも手が届くかの仮想シミュレーションに
も取り組みました．
天井の照明器具の配置をジェスチャで変更でき

るようにするなどデモ効果もあったので，名古屋
Virtual Reality（VR）展示会や顧客への展示会な
ど非常に多くのデモを行いました．
CGチームは，デモ効果はあるのですが，なかな

か事業に結び付かなかったせいか，小職がリーダの
まま毎年のように異動しました．そのため逆にチー
ムの絆は固く，土井組と呼ばれていました．育児で
時間の余裕がなく，夜の宴会の代わりに，メンバー
の誕生日にケーキを食べて親睦を深めたりしまし
た．また，女性研究員の割合が高く，一時，全員女
性であったこともあります．心理出身者（（故）梅
木直子氏）もおり，仮想環境を用いた認知実験にも
取り組みました （3）．
ソニーのプレイステーション（1994 年発売）の

ゲーム用CG LSI のシミュレーションでは事業に貢
献でき，当初の約束を果たせました．

2.3　通信と著作権と担当者異動との戦い
デモ効果がありすぎたのか，1995 年に始まった

NTTのマルチメディア通信の共同利用実験に，東
芝責任者として参加することになりました．できた
て ほ や ほ や の NTT の 156 Mbit/s の 回 線 を
Asynchronous Transfer Mode（ATM）と IPルー
チングを使った一般利用向けマルチメディアネット
ワークの利用実験として，CGで作った仮想美術館
サービスを行うというものです．新宿ショールーム
を拠点に，川崎の研究開発センターのグラフィクス  
WS と多摩にある絵画データベースを結んで，1年
間運営しました．図 5のように，孤島のギャラリー
に飾られた絵画を新宿でユーザが操作すると，操作
指示が川崎に送られ，動画像を作成し，音楽や説明
音声と合わせて，できたてほやほやの MPEG

（Motion Picture Experts Group） -2 でエンコード
し，新宿側でデコードします．特定の絵画が選択さ
れると，該当絵画の IDを川崎で特定し，新宿経由
で多摩に送り，多摩から絵画の高精細 JPEGデータ
が新宿に送られ，大画面で絵画を鑑賞できるという
仕組みです．
ATMもMPEG-2も初体験なので，新宿のユーザ

がインタラクティブに操作ができるかが懸念材料で
した．しかし，ATM担当の研究者は，ATMは初め
てだから通信時間は不明とつれない回答．結局，新
宿と川崎の往復に0.1秒間でした．MPEG-2のバッ
ファリングが 0.6 秒間．これは規格なので，これ以
上短縮できません．
また，本丸の仮想美術館開発では，ゴッホ美術館

とゴヤ美術館と合わせて約 400枚の絵画を縮小して
貼り込み（テクスチャマッピング）ます．当時のテク
スチャマッピングでは，数枚のテクスチャマッピン
グがせいぜいでしたので，100倍以上の高速化への
挑戦でした．ようやく200枚のテクスチャマッピン
グでも動的な操作が可能となったところで，ゴヤ美
術館から，縮小絵画が透視画法で変形するのは著作
権的に許可できないと通告が来ました．人間が見て
いるときも同様に見えているので，納得できません
でしたが，コンテンツ権利者には勝てませんでした．
仮想美術館の技術的見込みが立つと，今度は，

ATM担当者とCG担当者が海外留学することにな
り，MPEG-2 担当者は事業部へ異動ということで，
それぞれ若手に引き継いで，開館を果たすことがで
きました．
開館して1か月ぐらい過ぎると音と絵がずれるよ

うになり，新宿からの知らせでリセットすると，ま
た1か月で同じ現象が出ます．MPEG-2 担当者が調
査した結果，音と絵の同期のバグが分かりました．
2時間程度の映画コンテンツでは発見できないバグ
でした．また，1995 年に広島で開催されたACM 
Multimedia 国際会議の併設展示会には，NTTから
の依頼で広島，川崎，多摩を結んだデモを行いまし
た．ATM担当者は東京―広島間の遅延はNTTマ
ターだからとまた冷たい返事でしたが，引き継いだ
CG担当の若手とどうにか事なきを得ました．
マルチメディア通信の先駆けである実験であった

ので，普段縁のない通信ソサイエティの英文論文誌
に投稿しました．非常にたくさんのコメントが付い
た条件付採録で戻ってきて，ATM担当者は無理と
諦めていました．「難しいと皆が諦めるところから図 5　電子仮想美術館（1996 年）
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研究は始まる」が持論の筆者は諦めきれず，通信ら
しい論文の書き方に倣って大幅に修正し，無事採録
されました （4）．当時は事務仕事が苦手な室長を補佐
してヒューマンインタフェース部門の研究管理も
やっており，論文を書いたりすることで，少し研究
者らしい気分を味わいたかったのかもしれません．
ほかにも，CGを誰もが楽しめるように，MIDI

（Musical Instrument Digital Interface）でCGキャ
ラクタの動きを制御する技術を開発し，イワトビペ
ンギンのキャラクタが音楽に合わせてダンスをする
ソフトや自分たちの顔写真のダンサーが踊るアプリ
を開発し製品化しました．

 �3.��ウェアラブル，ジェスチャ，
そしてロボットへ

3.1　次はジェスチャだ
1995 年から 2年ほど，パーソナルドキュメント

ビューワ（今の PAD）の開発に関わりました．液
晶の価格が高く製品化には至りませんでした．ペン
IFに代わる新しいIFはないかと考えていたところ，
近赤外の反射画像を用いるアイデアが出てきまし
た．基本のアイデアはMicrosoft Kinect と類似で
す．小形化してジェスチャデバイスとするには，
CMOSイメージセンサのカスタマイズが必要です．
1996 年で年末に来年度の予算獲得を先端開発部門
に申請しに行くと，当年度分からもらえ，CMOS
イメージセンサを含めたジェスチャデバイスモー
ションプロセッサ TM（図 6）のプロジェクトを開
始できました．このプロジェクトでは，日本語を話
している同じ会社の人間なのに，言葉が通じないと
いう事態に遭遇しました．ソフトウェア開発ではバ
グは再現性があり，長くても 1～2週間レベルでバ
グ取りができます．それに対し，アナログイメージ

センサではバグが
分かっても次の
ロットは 3か月後
で，対策が誤って
いたらまた 3か月
先になるというの
です．バグと同じ
言葉を使っていて
も，想定時間が全
く違っていること
に気付いたときは

大変ショックでした．シミュレーションなどで極力
バグを減らせないかと迫っても，プロセスが違え
ば，過去のシミュレーションは役に立たないとのこ
とです．それやこれやを乗り越え，1997 年には国
内ギアのゲームメーカなどに売り込みに行きまし
た．反応の良かった海外メーカを 2か月後に訪問
したときには，1社は経営不振で一家心中を図って
おり，もう 1社は対応してくれた社長自身が更迭
されており，ビジネスの厳しさを知りました．そし
て正に試験販売にこぎ着けていた筆者らのプロジェ
クトも，先端開発部門の終えんとともに終わりまし
た．その後，ビジネスパートナーから販売したり，
国プロでカラーと一体化したイメージセンサチップ
を開発する（2004 年まで）などしましたが，半導
体部門が要求する月産 1万個（最近は 10万個）を
満たすビジネスにすることはできませんでした．

3.2　ウェアラブルはアプリから
モーションプロセッサのビジネスが収束し，国プ

ロなどで研究開発を行いつつ，博士取得をしようと
した 1999 年，MIT のウェアラブル研究に触発さ
れた新室長から，新メンバーでウェアラブルチーム
を立ち上げよと指示がありました．東芝OBで大学
に移られた先生に意見を求めたところ，今更ウェア
ラブルをやってどうすると酷評されました．そこ
で，MIT のウェアラブルでは歩きながらメール処
理など仕事をするものだったので，それとは別に自
分が使いたいアプリから入ろうと考えました．それ
が，ダイエットと道案内です．選択した理由は自ら
が一番使いたいアプリであったことと，街中で使う
知識という新分野であったことです．文書処理で
は，組版などオフィスで存在した知識を使いまし
た．仮想試作では，現場の知識を使いました．ウェ
アラブルが対象とする街中である知識の一つは地図
であり，もう一つが人間自身だと考えました．

3.3　ウェアラブルで歩行者ナビ
東芝では，1997年から「駅前探険倶楽部」がPC

向けに乗り換え案内サービスを行っていました．PC
では地図を使った道案内を行っており，地図という
知識を位置情報と音声を使ってウェアラブルで使え
るようにしようと考えたのです．音声案内のために，
地図での道案内をテキストに変換する必要がありま
す．交差点の形状は三差路，五差路など様々であり，
それをテキストでどのように表現すれば誤解されな

図 6　モーションプロセッサ TM

（1999 年）
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いかが悩みどこ
ろです．交差点
形状をパラメー
タ化（図 7）し，
アンケート結果
を基に自動的に
道案内を行える
よ う に し ま し
た （5）．1999 年秋

i モードにて世界初の歩行者ナビサービス ekitan.
comが開始されました．歩道などの歩行者向けの情
報収集や，車椅子や乳母車向けに多少遠回りでも階
段の代わりにエレベータや坂道などの案内や，三次
元構造の駅構内の案内などの機能開発も行いまし
た．がいずれも実際のサービスに採用されませんで
した．当初GPSで取得した現在位置からの案内も
考えていましたが，消費電力が大きく精度も今一つ
であり，携帯電話への搭載が遅れ，見送らざるを得
ませんでした．今では道案内の使用は当たり前に
なっており，隔世の感があります．なお，駅前探険
倶楽部は2003年に分社化されました．

3.4　ウェアラブルでダイエット
1999 年当時加速度センサの使い方は万歩計とし

て腰に装着する使い方でした．将来は加速度センサ
が携帯電話に入ると見越し，皮膚温や発汗なども計
測し，腕時計のように腕に装着して，食事や運動な
どの人間の行動を計測・蓄積・構造化してダイエッ
トなどに役立てようと考えました（図 8） （6）．
腕に携帯電話を着けて走るなどあり得ない，ヘル

スケアは儲からないと事業部の反応は厳しいもので
した．執念深く，2013 年までスマホの加速度セン
サとマイクを使った行動計測の研究開発を続けまし
た．今ではスマホを腕に着けて颯爽とジョギングし
ているランナーを見掛けますし，ヘルスケアは事業
として世界中で注目されています．センサでのデー

タ 取 得 は IoT（Internet of Things） や M2M
（Machine to Machine）につながっていきます．

3.5　ロボットでアクティブな IFを
センシングしたらその結果を人間に嫌がられず

にフィードバックする IF が必要だと思い至りまし
た．2003 年に総務省のネットワークロボットの研
究会に参加し，自由に人間との対話距離が変更で
き，状況に応じて話し掛けができるロボットの研究
に着手しました（図 9）．
日本では鉄腕アトムのようにスタンドアロンの超

人的 2足歩行ロボットのイメージが強くあります．
そのロボットを IFとして使おうとすると，ヘッド
セットマイクであれば高精度の音声認識も，計算機
パワーを必要とする画像処理もなかなかうまくいき
ません．10年掛けてようやく車載用の画像処理モ
ジュールを内蔵したロボットApriPetitTM に行き着
きました．2014 年には，Softbank の Pepper など
ネットワークにつながった IFロボット製品化が発表
され，IFロボットも常識になろうとしています．い
わゆるロボットだけでなく，ロボットカーも含め，
多くのデバイスがネットワークにつながることが当
たり前になってきています．

 4.��常識は後から付いてくる
筆者が研究を始めるときは，いつもユースケース

（使われる姿）から入ります．いつも周囲（特に上
層部）には，そんな使い方をするのは，20年先だ
とか，自分たちが生きているうちにはあり得ないと
反対されました．しかし，35年間を振り返ってみ
ると，手を付けた研究の多くが世の中で当たり前
（常識）になっています．理由は次の二つと考えて
います．
 ・理由 1： 社会知を生かし，自分が使うときの明確

なイメージがある

図 8　LifeMinderTM（2002 年） 図 9　ApriPocoTM（2006 年）

① 道路の本数 n
② 経路の角度変化 θ0

③ 右側の道路の角度差 θR

④ 左側の道路の角度差 θL

⑤ 道路幅の変化率 R = W0/ Wi

⑥ 他の道路との道路幅の比 
 　Q = max (Wn)/max (Wi,W0)

⑥ 

　道路幅比率
 　Q = Wn/Wi

⑤
道路幅比率

P = W0/Wi 脱出方向

① 道路の本数 n

進入方向

Wi

Wi

②
θ0

θL

θR
③

④Wn

図 7　交差点形状のパラメータ化
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 ・理由 2：現状のインフラ制約に縛られない
ヒューマンインタフェースは，本稿で触れたよう

に，社会に存在する知（社会知）をディジタル化し
て，ルールあるいはDBとして実装していきます．
社会知が顕在化していないときは，不足部分を収集
などして補完せねばなりません．WSや機械翻訳，
ウェアラブルなどエンドユーザとして自分が考えら
れるものは理由 1を満たすことは比較的難しくあ
りません．仮想試作のように，自分が体験したこと
のない現場の場合には，エンドユーザに直接話を聞
き，当たり前だと思っている暗黙知を引き出さなく
てはなりません．そして，エンドユーザの体験に基
づき自分が使えるかをシミュレーションします．
デバイスやネットワークなどのインフラは進歩し

ます．現状のインフラに縛られると，実際に社会に
出ていくときには時代遅れになり，ユーザの求めて
いた使い方にならないことが多々あります．機械翻
訳の設計ではディスプレイの制約，携帯電話による
決済やクーポン利用では無線の制約などがありまし
たが，これらを無視して，暁の姿を目指しました．
否定されるところから筆者の研究はいつも始ま

ります．否定されても研究を進めてきましたが，全
ての意見に耳を傾けなかったわけではありません．
自分がリスクを取ることを前提とした反対意見はき
ちんと受け入れ，その方が味方になってくれるよう
に，方向を修正することも必要です．
そして気が付くと，開始当初は非常識と言われた

ことが，今では常識，それがなくては暮らしが成り
立たない道具になっていました．
研究以外も非常識が常識になったことがありま

す．その一つが女性研究者・技術者の存在です．筆
者が就職した当時は，男女雇用機会均等法もなく，
女性研究者・技術者が出産後もキャリアを継続する
ことは厳しいものでした．筆者も産休が終わったと
き，元の職場に戻れるか大変不安でしたが，周囲の
協力を得て研究開発を継続できました．今では（前
職の東芝の場合ですが），育児休暇が 3歳まで，短
時間勤務が小学校 3年生まで取得でき，更に，フ

レックス勤務，半日休暇や時間休暇など，労働環境
が大幅に改善されました．国の委員会では，3割女
性委員が入るということで，多くの女性研究者・技
術者が活躍されています．電子情報通信学会でも，
まだ少数ですが，女性理事が定着しつつあります．
ほかに，研究以外で常識になったことに，第 1

章で触れた SW特許，海外研究者・技術者との交
流などがあります．筆者が入社した当時は 1ドル
360 円の時代で，研究者が国際会議で発表するの
は一生に一度とみなされていました．初めて 1987
年に IFIP 発表で出張するときは，出国前と帰国後
に，当時の総合研究所所長に挨拶に行ったほど，大
事でした．最近では，多くの研究者が標準化や国際
会議などで定期的に海外出張するだけでなく，事業
部でも海外拠点での生産などで海外出張や電話会議
などが，至極当たり前になってきています．
このような仕事を一緒にした皆様に深く感謝す

る次第です．皆様の名前を全部挙げたいところです
が，誌面の都合上，割愛させて頂きました．
最後に，本稿に掲載の商品，機能等の名称は，それ

ぞれ各社が商標として使用している場合があります．
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 1  はじめに
筆者は 2013 年 7 月からの 1年間をシンガポー

ルで過ごし，現地の人々とともに国家プロジェクト
の一つに携わりました．今回は，この短い滞在期間
での経験と筆者の個人的な視点から，シンガポール
という国や文化，人々，仕事の仕方などを御紹介し
ます．

 2  シンガポールという国
シンガポールは，北緯 1度 17 分，東経 103 度

51 分に位置し，日本はもちろん香港やベトナムよ
りも西にある赤道直下の小さな島国です（図 1）．
国土の面積は淡路島や東京 23区とほぼ同じで東西
42 km，ちょうどフルマラソンの距離しかありませ
ん．南北は 23 km，標高は最高点のブキ・ティマ
頂上でも 163 mと，とても平たんです．
一方，気候は最高気温が年間を通じて 29～33℃

の間です．しかし，平日のほとんどの時間は屋内で
過ごし，道路も街路樹に覆われていて日本の夏のよ
うな暑さは感じません．また，日本よりかなり西に
位置する割に時差は 1時間しかなく，夜明けが遅

く感じます．これは，金融市場取引でライバルの香
港に後れを取らぬようにという，戦略的な意味があ
るそうです．
人口は 2012 年の統計で約 530 万人．国民や永

住権を持つ住民は中華系が 75％近く，マレー系が
13％ほど，インド系が 9％ほどですが，これら以外
の永住権を持たない外国人が約 150 万人と，全人
口の 3割近くを占めています．英語，中国語（北
京語），マレー語，タミル語の 4か国語が公用語と
されており，国中を走る鉄道（MRT）の駅では 4
か国語のアナウンスが流れています．
MRTは古くからある東西線など一部を除き無人

運転で，時刻表も始発と終電がおおよそ決まってい
る以外は前後を適当に調整しながら運転しています．
車両の運転は無人ですが，朝夕の混雑時にはホーム
に乗降客の整理員が多数配備され，また驚くほど多
くの監視カメラがあらゆる場所に設置されています．

 3  生活
シンガポールは，とても安全で安心な国です．熱

帯ですのでスコールのような雨はよく降りますが，
地震や台風のような天災はありません（図 2）．夜

ⓒ電子情報通信学会2015

図 1　有名なマーライオンとマリーナ・ベイ・サンズ 図 2　地震がないためか日本では信じ難い建物も多い
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に独り歩きしていても問題ないほど治安が良く，水
道水はそのまま飲めます．もちろん，犯罪や事故が
全くないというわけではないので，日本と同程度の
用心は必要です．また，ホテルやレストランでチッ
プは必要なく，かなりの親日国で日本の商品や店舗
が街中にあふれているなど，日本人にとってはとて
も旅行しやすく住みやすい国です（日本語は基本的
に通じませんが）．一方で，インフルエンザやデン
グ熱などの病気には注意が必要です．最近，日本で
もデング熱が話題となりましたが，シンガポールで
は以前から深刻な問題として取り上げられていま
す．また，常夏の国ですが，インフルエンザは年間
を通じてかかる可能性が比較的高い病気です．
シンガポールで生活を始めるには，何はなくとも

まず携帯電話が必要です．知人同士の連絡手段とい
う以外にも，携帯電話の番号がないと実質的に銀行
の口座も開設できません．銀行その他の政府・民間
のサービスは，あらゆることが SMSで通知されま
す．また，スマートフォンのメッセンジャーアプリ
（WhatsUpやLINE）もよく使われます．携帯電話（ス
マートフォン）と SMS，それに Facebook がシン
ガポールの情報インフラです．日本で携帯電話（の
通話番号）を入手するには，通常はいろいろな手間
と日数が掛かりますが，シンガポールでは最寄りの
携帯電話ショップやコンビニで 10分もあれば，音
声通話付きのプリペイド SIMカードを買えます．
携帯電話本体はどれも SIMフリーで，新品・中古
ともあちこちで売っています．シンガポールへ旅行
する際は，SIMフリーの端末を持っていればレン
タルよりプリペイド SIMカードを購入する方が断
然安く済みます．ただし，そうして入手した電話番
号が自分を特定する IDの一部として銀行や公的機
関でも使われるのですが，同じ番号が結構使い回さ
れているらしく，筆者が購入した SIMカードの電
話番号にはすぐにインドネシアから謎の電話が頻繁
に掛かってくるようになりました．
シンガポールには携帯電話のキャリヤが 3社あ

り，どれでも 4G（LTE）の高速通信ができます．
一方，インターネット回線もCATVと光ファイバ
のサービスがありますが，小さな国内での通信はと
もかく，海外との通信速度はお世辞にも速いとは言
い難いものです．米国との通信は比較的快適でした
が，日本のサーバからストリーミングで流される
HD映像の視聴はほとんど無理でした．シンガポー
ルでの大容量のデータ通信は，スマートフォンやタ

ブレットで 4G回線を利用するのが最も快適です．
筆者がシンガポールでの短い生活の中で不便を

感じたのは，日本との間の通信の遅さと家のバス
ルームにバスタブがないこと（もちろん風呂屋もな
い），そして酒類が高価であることくらいで，それ
ら以外はとても快適でした．ビール以外の酒類は，
酒税が高いこともあって日本の 2～3倍の値段です
が，日常の現地の食事は国中に無数にある常設の屋
台村のようなホーカーセンタやフードコートで食べ
れば日本よりずっと安く済みます（図 3）．安いと
ころでは 1 食が 200 円程度で済み，ほかも大抵
500円以下でシンガポール，マレーシア，インドネ
シア，タイ，韓国，日本，中国などの料理が楽しめ
ます．当然ながら，安い日本料理店は日本人が作っ
ているわけではなく，日本風の料理です．
逆に，日本から出店している本当の日本料理は非

常に高価です．日本でも高価な焼肉や会席料理はも
ちろん，日本のラーメン 1杯が大抵 1,200 円以上
（税・サービス料込み）はします．それでもシンガポー
ルでは大人気で，シンガポール中央地区の半径数
km内に九州から北海道までのあらゆる有名ラーメ
ン店があります．
なお，日本食を好きなシンガポール人は多いです

が，必ずしも味の好みが似ているというわけではな
く，例えばシンガポールの吉野家では牛丼と一緒に
注文できる飲料がコーラやスプライト，オレンジ
ジュースといった甘いもののみです．彼らは，甘さ
と香辛料の辛さに対しては一般的な日本人より濃い
味を求めますが，日本の醤油や味噌は塩味が濃すぎ
ると感じるようです．その割にはラーメン好きが多
いのですが，スープは豚骨が一番人気だそうです．
食べ物に限らず，日本の製品，特にその品質はシ

ンガポール人から非常に高い信頼を得ています．今

図 3　マックスウェル・ロード・ホーカーセンタ
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や，シンガポールの家電量販店ではサムスンとLGの
2大韓国メーカが最もメジャーな存在ですが，日本
メーカの製品も“Japan Quality”といったキャッチコ
ピーを掲げて対抗しています．電気製品以外でも，
ユニクロがスペインのZARAや米国発のESPRITと
並んで店舗を構えていますが，価格もそれらの店と同
程度で安くはなく，シンガポールのスーパーで買える
ものと比べれば確かに品質が高いと実感しました．

 4  祝日・休日の過ごし方
日本と比べるとシンガポールには祝日がとても

少なく，年間に 11日しかありません．シンガポー
ルが独立してからまだ50年しかたっていないため，
自国ならではの祝日は 8月の独立記念日くらいで，
ほかは中国やインドなど移民元の国の，または宗教
ごと（仏教，キリスト教，イスラム教）の祝日を幾
つか取り込んだ形です．シンガポールでは，数少な
い祝日を盛大に祝います（図 4，5）．
また，社会人には夏休みや冬休みといった長期休

暇も特になく旅行などに有給休暇を使うため，シン
ガポール人の有給休暇取得率は100％近いという統
計が出ています．そして，有給休暇で多くのシンガ
ポール人が日本の北海道へ行きます．おかげで，ク
リスマスのシーズンには南国のシンガポール中でダ
ウンジャケットや使い捨てカイロがたくさん売られ
ています（図 6）．年中暖かい国なので，逆に寒い
地域での雪や温泉が楽しみなのだそうです．

 5  言葉
シンガポールの街中で聞く言葉は，日常会話なら

ば中国語が多いようですが，仕事や中華系以外の人
が会話に入った場合はほとんど英語です．英語とい

うか，シングリッシュと呼ばれる独特の語彙と発音
で，1年間住んでいてもなかなか慣れません．例えば，
あるとき会社の受付で「ロッ！  ロッ！」と言われて
何か分からなかったのですが，ドアが「ロック」さ
れている（から開けてくれ）とのことでした．シン
ガポール人の英語の発音は語尾が消えることが多
く，lockと locked のような時制の違いにも余りこ
だわらないため，文脈や状況から意味を判断しなけ
ればならないことが多いです．加えて，日本語と同
様に主語の省略も多いので，I なのかWeなのか
Youなのかも文脈や状況で判断することになります．
また，シンガポール人の会話ではよく“can”が

単独で使われます．シングリッシュの表現で，“can 
lah”（「できるだろう」「やってみる・みようよ」）
や“can meh?”（「できるの？」「本当に？」）と言
われることも多いです．シンガポール人の“can”は，
多くの場合“I/We can/will try”といったニュアン
スがあり，日本人がイメージしがちな「必ずできま
す」「お任せ下さい」という責任感よりも，（一緒に）
チャレンジしようという基本姿勢が感じられます．
　シンガポールの人たちと何かをするときには，共
にリスクをとって協力していく積極的な姿勢が求め
られるのだという印象を持ちました．

 6  シンガポールでの働き方
筆 者 は，2013 年 の 夏 に 創 設 さ れ た NEC 

Laboratories Singapore（NEC シンガポール研究
所）の最初の所員の一人として，NEC Asia Pacific
社（NEC APAC）のメンバーや，シンガポール政府，
現地や他国のパートナー企業と共同でプロジェクト
を行いました．シンガポールはとても小さな国であ
り，また欧米と同様に頻繁に転職を繰り返しますの
で，国内の民間企業も政府機関もお互いにとても知

図 4　旧正月（Chinese New Year）を祝うチャイナタウン 図 5　ヒンズー教の祭典 Deepavali を祝うリトルインディア
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り合いが多くて気さくな関係です．また，それが仕
事の上で筆者ら外国人に対する彼らのアドバンテー
ジとなっているようです．
筆者がシンガポールで携わっていたプロジェクト

では，1年間のうちにパートナー企業や政府，その他
の地元企業との間で何人もの転職があり，プロジェ
クトのメンバーが目まぐるしく変わりました．社外
の優れた人材に出会えると，委託するよりも雇い入
れてしまい，互いに密に話し合い試しながら企画や
開発を進めていくというやり方は，今回のような技
術開発と実験のプロジェクトには適しているようで
した．シンガポールでは，3～5年程度で転職してキャ
リアを積むことが多く，同じ会社や政府機関で離職・
復職を繰り返すこともあるようです．狭い国の中で
顧客やパートナー，時にはライバル企業との間でも
人の入れ替わりが多いため，企業秘密などは実質的
に意味があるのだろうかと心配になるほどです．
シンガポールに住んでみると，独立後半世紀足ら

ずの短い年月で急速に発展し，東南アジアの最先進
国にまで達しているという勢いが感じられます．情
報や資産を蓄積し維持することよりも，新しいもの
を貪欲に取り入れて自らを刷新していき，そのため
に世界各国の優れた人材や企業を呼び込み続けてい
ます．長い歴史を持つ日本人の目からはいろいろと
心配にもなりますが，常にリスクを取り続けながら
国全体が一つの企業体のようになって前進していく
姿勢は，グローバル市場で多くの製品やソリュー
ションを提供していくことを考える上では参考にす
べきだと思います．

 7  シンガポールの課題
短い歴史と小さな国土にもかかわらず，今や国民

一人当りのGDPは日本以上という東南アジアの先
進国となったシンガポールですが，国の成長と安全
の維持・向上，人口増加・高齢化の対策など，様々
な課題を抱えています．天然資源のほぼ全てを他国
に依存しており，特にマレーシアからの輸入に依存
してきた水資源に関する取組みは非常に盛んです．
その割には，マリーナ・ベイ・サンズの巨大な屋上
プールや街のあちこちに噴水（もちろんきれいな真
水）があるなど，水をぜい沢に使う様子が目立ちま
すが，これも守りより攻めという姿勢の現れなのか
もしれません．
人口問題も徐々に深刻になってきています．国策

による幅広い投資で，優れた人材を海外から招き入
れてきましたが，そうした人々の定住化は人口の増
加に加えて高齢化の問題につながり，今や日本以上
のペースで高齢化が進むという予測も出ています．
こうした様々な課題に対しても，シンガポールは

国が主導して多くのプロジェクトを立ち上げ，解決
に取り組んでいます．水資源の有効利用や新たな確
保手段の確立，地下などの居住空間・商業空間の更
なる開拓と安全性・快適性の向上，高齢者へのケア
などの実現に向けた最新技術の開発と実証実験が，
今後も数多く行われる予定です（図7）．本会会員の
皆様も，新しいアイデアや研究成果の実験・実用化
をシンガポールに提案してみてはいかがでしょうか．

細見　格 　
1993 神戸大大学院工学研究科修士課程
了．同年，NEC に入社．中央研究所で
自然言語処理，知識処理，セマンティッ
ク Web 等の研究開発に従事．2013-07
から NEC シンガポール研究所に出向．
2014-08 に NEC 中央研究所へ復帰．人
工知能学会会員．

図 6　日本と同じ頃にやっている冬物セール
図 7　 筆者らも出展した World Cities Summit 2014 と，よ

り大規模に開催されていた Water Expo 2014
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	 大気レーダーとは？
気象レーダーの存在は，毎日の天気予報にそのデータ

が使われていることもあって，よく知られている．電波
を雨に向かって発射すると，雨粒によって電波が散乱さ
れ，その強度から降雨の強さが分かる．実際には，散乱
強度は雨粒の直径の 6乗に比例するため，単純に降雨
強度には比例しないという問題もあるが，原理は明快で
ある．主に 5 GHz 帯または 10 GHz 帯のマイクロ波が
使用され，アンテナは直径数mのパラボラアンテナで
あることが多い．
それに対して，雲もない晴天大気によって電波が散乱

されることはほとんど知られていないであろう．これは，
大気中の温度や密度の局所的な揺らぎによって屈折率が
変動することによる．暑い日の道路上にかげろうが揺ら
めくのはこの原理による．上空の大気にも，乱流による
屈折率のじょう乱があるため，これが電波を散乱する．
しかし，散乱の強度は極めて微弱であるため，観測には
大型のレーダー装置を必要とする．一例として，我が国
最初かつ最大の大気レーダーである京都大学MUレー
ダー（滋賀県甲賀市）は，アレーアンテナの直径
100 m，ピーク送信出力 1 MWという大規模なもので
ある （1）．
大気レーダーは，高度約100 km以下の中層・下層大

気中では主に大気乱流によって，それ以上の電離圏大気
では自由電子によって散乱される電波を受信すること
で，大規模なものは高度600 km程度までの大気を観測
することができる．周波数は，大気乱流を効率的に観測

できるVHF帯（30～300 MHz）またはUHF帯（300 MHz
～3 GHz）が多く用いられる．通常のレーダーと同様に，
目標が運動していれば，散乱波はドップラー効果によっ
て周波数が変化するので，それを検出することで空気の
運動速度，すなわち風速を測定することができる．レー
ダーで観測される速度は，目標の運動速度ベクトルがア
ンテナビーム方向に投影された視線速度である．風速の
東西，南北，上下の各成分を観測するには，アンテナビー
ム方向を少なくとも3方向（通常は5方向）に高速に走
査し，それぞれにおける視線速度から計算する．
従来上空の風速は，観測気球にセンサを付けて放球

し，地上から追跡するラジオゾンデにより観測されてい
たが，大気レーダーはこれを常時連続的に測定すること
ができる．気象庁では，小型の大気レーダーであるウィ
ンドプロファイラを全国に 30 台以上設置して高度数
km以下の風速を観測しており，そのデータは集中豪雨
の予測精度向上などに貢献している．
大気中には，浮力を復元力とする大気重力波と呼ばれ

る波動現象が存在する．最近の研究によって，この波動
が大気の持つ運動量を一旦波動の形にしてリモートに輸
送し，両極域間や赤道域から極域までをつなぐ大気の大
循環の駆動に大きく関わるため，この波動を無視したモ
デル計算では現実の地球大気の構造を再現できないこと
が明らかになってきた．大気重力波は風速の時間変動と
して現れるので，間欠的な気球観測では把握が困難であ
り，大気レーダーがほぼ唯一の観測手段である．

	 なぜ南極か？
南極の大気と地球環境の関係は，オゾンホールの発見

によって一躍注目を集めるようになった．中低緯度で人
為的に放出されたフロン類が成層圏高度に達すると，紫
外線によって分解され，変質しながら大気大循環によっ
て極域に運ばれ，塩素原子となる．オゾンホールは，こ
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の塩素原子が，触媒としてオゾンの分解を促進する現象
である．
この現象が極域，特に南極域で春に起こる理由は次の

ように説明されている．南極を取り巻く極渦と呼ばれる
大気の流れによって極域の大気は中低緯度と遮断され，
太陽光の当たらない冬季には温度が低下して通常では雲
のできない成層圏で凝結が起きて極成層圏雲という特殊
な雲が生じる．この雲粒の表面に蓄積したフロン起源の
塩素分子が春先に再び太陽光を受けて塩素原子となって
急激にオゾンを分解し，オゾンホールが生じる．したがっ
てオゾンホールの動向を正確に予測するためには，南極
上空大気の運動を，重力波の活動度も含めて正確に観測
することが必要と考えられている．
更に上空の中間圏では，極域の夏に温度が最低とな

り，高度 85 km付近に極中間圏雲が現れる．この雲は
夜間にも太陽光を受けて光るため，夜光雲とも呼ばれる．
その地球環境への影響や生成のメカニズムはまだ十分に
解明されていないが，この雲は産業革命以前には存在し
なかったと考えられており，オゾンホールと同様に，人
間の活動が地球環境を変えた証拠の一つとみなされてい
る．図 1に地球大気の緯度と高度に対する温度構造と，
大気の大循環やそれに関係する大気現象及び大気波動の
様子を模式的に示す．
南極域に大型の大気レーダーを設置し，これらの現象

を精密に観測することで，地球環境の変化を詳細に把握
することができると期待される．過去に南極ではオース
トラリアの基地などに小規模な大気レーダーが設置され
たことはあるが，電離圏に至る広範囲の領域を観測でき
る大型大気レーダーは前例がなかった．

	 建設に至るまで
2002 年に国際研究集会「南極昭和基地大型大気レー

ダーを用いた極域大気科学の総合研究」が開催され，
PANSY（Program of the Antarctic Syowa）計画（代表：
佐藤薫）がスタートした （2）．この計画の特徴は，まず到
達すべき科学的目標を明確にし，それに従って必要な技
術開発が行われたことである．これは一見すると当たり
前のことのように思われるかもしれないが，大規模な装
置の開発ではしばしば技術が先行し，科学的成果は後か
ら付いてくる，という形を取ることも珍しくはない．
PANSYレーダーの基本形は，上述のMUレーダーと，

やはり京都大学がインドネシアのスマトラ島に設置した
赤道大気レーダー（EAR）である．これらはいずれも
50 MHz 帯でアンテナ直径 100 mという大規模な装置
である．後者は予算の制約から送信出力が100 kWに抑
えられたが，PANSYでは，電離圏までの観測を必須と
して，MUレーダーと同等の性能を目指すことになった．
これら先行レーダーとPANSYとの大きな違いは，何

といっても南極の過酷な環境である．PANSYプロジェ
クトグループは，電力事情の厳しい南極に適した高効率
送信機や，強風に耐えかつ軽量なアンテナなどの技術開
発を進めた．また，現地調査や，数年にわたる機器の風
雪や低温についての耐候実験を行った．候補地選定の妥
当性に関しては，南極大陸全域にわたる 12基地の高層
気象データを精査し，昭和基地の気象が高い代表性を持
つことを確認した．2002～2003年には越冬隊員を派遣
し，南極での気象ゾンデや，各国の南極基地とネットワー
クを組んだオゾンゾンデによる大規模な特別観測を行
い，大型大気レーダーの南極大気科学への有効性の検証
を行った．

図1　地球大気の温度構造と大気の大循環
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PANSYにより開かれる新しい学術領域像を明確にす
るために，大規模な研究グループを組織して毎年シンポ
ジウムを開催するとともに，国内外の学会において多数
の特別セッションを企画し，関連分野の研究者の知見を
集めた．国際的には IUGG（国際測地学・地球物理学連
合）等の五つの主要な学術組織での議論を経て，
PANSY計画を推奨するべきであるという提言を得た．
これらの努力により 2008年度には南極地域観測第Ⅷ

期 6か年計画において重点研究観測「南極域から探る
地球温暖化」の中の主要課題の一つとしてPANSY計画
が認められ，2009 年度には政府により建設の予算が認
められた．2010年 12月に日本を出発した第52次南極
地域観測隊によりPANSY建設が開始された．この隊で
は設備の一部を搬入し，設置するにとどまったが，分散
システムの利点を生かして観測を開始し，2011 年 3月
にはファーストデータを取得した．
日本の南極観測は，砕氷艦しらせが南極の夏である12

月から2月にかけて一往復する際に運ぶ約1,000 t の物
資に1年間の活動の全てを依存する．当初は2年間で建
設を終える予定であったが，続く第53次隊はしらせが
厚い氷に阻まれて18年ぶりに昭和基地に接岸できない
事態となり，積載された物資の約半分しか昭和基地に輸
送できなかった．しかしPANSYでは全体の約1 / 4 の規
模のシステムを稼動させることができ，2012年 5月に
は対流圏・成層圏の定常観測を開始した．
更に翌年の第 54次隊でもしらせは接岸できず，建設

は困難を極めたが，2013 年に日本を出発した第 55次
隊では全体の約 8割のシステムが稼動し，対流圏から
中間圏までの観測が可能となった．

	 レーダーシステムとその特徴
南極観測における最大の制約は，輸送能力の問題であ

る．とりわけ貴重なのが輸送物資の過半を占める燃料で
あり，昭和基地で消費される電力には大きな制限がある．
基地全体の消費電力が約 190 kWであるのに対して，
MUレーダーは 230 kWもの電力を消費するため，大
幅な消費電力の削減が最初の課題となった．
PANSYは，MUレーダーや赤道大気レーダーと同じ

く，アクティブフェーズドアレー方式を採用している．
これは多数のアンテナ素子のそれぞれに固体送受信モ
ジュールを接続して電波を発射し，空中で送信波面を合
成する方式である．各素子の位相を電子的に制御するこ
とで，送信パルスごとにアンテナビーム方向を自由に変
えることができる．大気レーダーの感度は送信電力とア
ンテナ開口面積の積に比例するので，アンテナ素子数を
2倍に増やせば，半分の送信電力で同じ感度を得ること

ができる．
MUレーダーは，アレーを構成する 475 本の八木ア

ンテナのそれぞれに 2.4 kWの送受信モジュールを接続
し，合計 1 MWのピーク送信電力を得る構成を取って
いる．それに対して PANSYでは素子数を 1,045 と倍
増し，その代わり各素子を励起するモジュールの出力を
1 / 4 の 520 Wに下げることでほぼ同一の感度を得るこ
ととした．
しかし，これでも消費電力は半減するだけで，まだ不

十分である．この問題を解決するために，送信機終段の
電力増幅器に，携帯電話などでも用いられる高効率電力
増幅方式の E級増幅を採用した．これは増幅素子に電
圧が掛かる時間と電流が流れる時間を分離することで，
原理的には素子における電力消費をゼロにすることがで
きる技術である．レーダーシステムの設計・製造は三菱
電機が担当した．大電力を増幅するMOS FET 素子の
スイッチング速度に限界があるため，完全な E級動作
は実現しないが，電源を含めた総合電力効率で 50％を
超える効率を達成した．ディジタル信号処理部を含む消
費電力は 75 kWに抑えられ，昭和基地における連続的
な観測が可能となった．またこの高効率化によって放熱
が少なくなり，自然空冷のみで動作が可能となった．南
極の環境を考えると，冷却ファン等の可動部品がないこ
とは大きなメリットである．
次に問題となるのは，言うまでもなく南極の厳しい自

然環境である．昭和基地では，最も強いA級ブリザー
ドの際には最大瞬間風速60 m/sに及ぶ強風が発生する．
PANSYのアンテナ素子には，MUレーダーとほぼ同一
の構造の 3素子直交八木アンテナを用いている．個々
のアンテナは最大地上高約 3.3 m，最大素子長 3.4 m
の大きさであり，大きな風圧を受ける．MUレーダーに
おいても台風を想定して強風に耐えるアンテナ素子が設
計されたが，その結果，マストを含めた八木アンテナは
重量 50 kg を超えるものであった．
昭和基地のある東オングル島は，最高点の海抜が

40 mと比較的平たんな地形であり，PANSYは中でも
平たんな場所を選んで建設されたが，南極条約の制約に
より地形の改変が許されないため，ほとんどが岩盤で数
mの高低差のある自然地形のままにアンテナ素子を設
置する必要があった．各素子は 4.5 m間隔の正三角形
の格子状に配列される．19本の素子から成る正六角形
を 1群とし，アレー全体は 55群すなわち 1,045 本の素
子により構成される．
これらを運搬，設置する作業は，研究者を中心とする

観測隊員が人力で行うことになる．また建設作業を行え
るのはしらせが昭和基地に滞在している 2か月の夏期
間に限られる．これらの条件を考慮して，アンテナ素子
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には強風に耐える高い強度と徹底した軽量化の両立が求
められた．
使用する八木アンテナのふく射器は，インピーダンス

整合のため折返しダイポールの構造を用いる．当初の試
作品は折返し部をアルミ合金のパイプを曲げた構造で実
現したが，現地で試験を行うと持続する強風のため共振
を起こして僅か 1週間で破断した．そこでまず低温で
も強度の低下しないアルミ合金素材を選定した．折返し
部分は並行する素子の両端を固定するショートバーをね
じ止めする構造としたほか，素子を構成するパイプは
テーパ構造とし，途中に強度を上げるための絶縁体スタ
ブを加えるなど，軽量で強じんな構造を追求した．構造
解析，風洞実験，現地試験を経て，マストを含めた重量
13 kg の 3素子直交八木アンテナを実現した．アンテナ
素子の設計・製造はクリエートデザイン社が担当した．
図 2に PANSYアンテナの設置状況を示す．
当初の計画では，アンテナアレーは直径約160 mの円

形領域に密集して配置することにした．まず個々のアン
テナ素子の設置箇所を測量後，キャタピラで移動するド
リル掘削機で直径13 cm，深さ約1 mの穴を掘り，これ
に基礎鋼管を挿入し，その上に八木アンテナを固定する
手順である．建設作業は第 52次隊により計画どおり
2010年12月に開始され，2011年2月にはほぼ完了した．
アンテナ設置予定地の環境は2002年から継続的に観

測され，冬季でも積雪は1 mに満たないことが確認され
ていた．しかし2011年には50年に及ぶ日本の南極観測
史上最大の積雪を記録し，アンテナ面では最高3 mに及
ぶ積雪が生じて，設置したアンテナ群の大半が埋没する
という予想外の事態が生じた．これには，アンテナ自身
が風の抵抗を生じて雪の吹きだまりを作る効果が，想定
以上に大きかったことも寄与していると考えられている．
そこで翌年の第 53次隊では，予定地の周辺で積雪の

少ない高台に，埋没した 30群 570本のアンテナを移設
する作業を行った．図 3にアンテナ素子配置を示す．
図中○印が当初設置して移設した箇所，●印が最終配置

を表す．図の中央付近の長方形はPANSYの屋内機器を
収容する観測用の建物である．移設の結果，アンテナア
レーは直径約 320 mの領域内に不規則に配置されるこ
ととなったが，アンテナアレーを構成する素子数も送信
出力も当初計画と同じであるため，レーダーの感度は不
変である．また，アレーの制御についても，元々高低差
のあるアンテナ配置を想定し，それに伴う位相差をそれ
ぞれの観測方向ごとに補正してアンテナを励振する設計
であったため，ビーム制御にも問題は生じない．
図 4上は全ての素子からの放射を天頂方向で同位相

になるようにそろえた一様励振の場合について計算した
アンテナパターンである．送受信に同じアンテナを使用
するので，この図は電力パターンを更に二乗して表示し
ている．各線は方位角を 10° ずつ変えた断面のパター

図2　PANSYアンテナの設置状況

図3　�アンテナ素子の配置．図中の○印が当初設置して移
設した箇所．●印が最終配置．
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図4　�PANSYアンテナの放射パターン．上図は送受信共
位相と振幅を一様励振した場合，下図は受信時に位
相と振幅を制御した結果である．各線は方位角を
10°ずつ変えた断面のパターンを示す．
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ンを表す．アンテナビーム幅は，アンテナの直径に逆比
例する．当初よりアンテナ設置範囲が広がったため，主
ビーム半値幅は当初計画の 2.2° より鋭くなっており，
東西方向の断面では半分の 1.1° となった．このことは，
観測の角度分解能が向上したという意味では性能の向上
を意味する．しかし，不規則な配置のために主ビーム近
傍のサイドローブレベルは大幅に上昇している．当初計
画の円形配列では第 1サイドローブレベルは主ローブ
に対して−36 dB に抑えられるのに対して，この図では
−7.5 dB にすぎない．一般的には−10 dB 程度までのサ
イドローブが散乱に寄与すると考えられるので，この場
合の実効的なビーム幅は約 4°である．
均一な大気を観測する場合，主ビーム幅は観測結果に

余り大きな影響を及ぼさないので，一様励振でも問題は
ないと考えられる．しかし，PANSYではアンテナを分
割使用して，大気乱流など散乱体の空間分布を観測する
ことも計画されている．そのような場合には，更にサイ
ドローブレベルを抑圧することが必要となる．一例とし
て，送信時には位相のみを変化させ，受信時には振幅と
位相の両方を制御してサイドローブを低下させることを
試みた結果を図 4下に示す．サイドローブレベルは−
13.5 dB まで抑圧されている．ただし，この場合には感
度が約 6 dB低下する．今後観測の対象に応じて最適な
ビーム制御の方式を考える必要がある．レーダーシステ
ムの詳細については文献（3）を参照されたい．

	 現状と将来
本稿を執筆している 2014 年 11 月現在，PANSY は

全 55群のうち 47群が設置調整を終えている．図 5は
これらを用いて約 8日間連続観測した対流圏から成層
圏のエコー強度の時間高度分布の例である．図中の○印
はラジオゾンデ観測による温度分布から定められた対流
圏界面高度を表す．これより下が対流圏，上が成層圏で
ある．対流圏内では大気乱流強度が激しく変化している
ことが分かる．図 6は同じ期間の風速の東西成分の時
間高度分布である．低気圧の移動に伴う数日周期の変動
に重畳して，数時間周期の変動が見られる．これらは大
気重力波に伴う風速変動である．これらのほか，高度
60～90 kmの中間圏高度においても様々な現象が観測
されている．今後更に高度100 km以上の電離圏の観測
も開始される．
間もなく昭和基地に到着する第 56 次隊によって，

PANSY はようやく完成する予定である．これから約
10年間，南極で唯一の大型大気レーダーとして地上付
近から高度 600 km程度にわたる広汎な領域の貴重な
データが蓄積される．これらを詳細に解析することで，

南極大気の構造や地球環境への影響を明らかにすること
が期待される．
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図5　�対流圏・成層圏のエコー強度の時間高度変化の例．
横軸は日付を表す．

図6　�対流圏・成層圏の風速東西成分の時間高度変化の例．
横軸は日付を表す．
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層大気から下部熱圏域の大気現象の研究
を行っている．日本南極地域観測隊に越
冬隊員及び夏隊員として2回ずつの参加
のほか，南極点や北極域など極域での観
測経験豊富．

中村卓司 　
国立極地研究所副所長・宙空圏研究グルー
プ教授．研究分野は，電波・光学による
中層超高層大気の観測，大気レーダー観
測と応用，フィールド観測用の種々のア
クティブリモートセンシングの開発，極
域を含む全地球大気の結合の研究，及び
地球外からの物質フローの観測研究．

西村耕司 （正員）
1999 立命館大・理工・電気電子・卒．
2001京大大学院情報学研究科修士課程
了．2006同博士課程研究指導認定退学．
情報学博．2007 情報・システム研究機
構新領域融合研究センター特任研究員．
2013 から情報・システム研究機構国立
極地研究所特任准教授．レーダー信号処
理の研究に従事．

冨川喜弘 　
日本南極地域観測隊第 53次夏隊・第 54
次越冬隊隊員として南極昭和基地大型大
気レーダー（PANSY）の建設・運用等に
従事．南極に行っていないときには中層
大気（高度 10〜100	km）の波動や物質
輸送，南極オゾンホール等の研究を行っ
ている．現在，国立極地研究所助教．

橋本大志 　
2010 京大・工・電気電子・卒．2012-
11〜2014-03 日本南極地域観測隊第 54
次越冬隊員として，南極昭和基地大型大
気レーダー（PANSY）の建設・運用等に
従事．2015 現在同大学院情報学研究科
通信情報システム専攻博士課程に在籍し，
大気レーダー向け適応的信号処理法の研
究を行っている．

山岸久雄 　
国立極地研究所・宙空圏研究グループ教
授．研究分野は電波によるオーロラ現象
の観測（自然電波受信，電離層吸収によ
る降下電子の観測など）．最近は南極大陸
での無人自動観測システムの開発に従事．
南極観測隊に夏隊3回，越冬隊 3回参加．
越冬隊長，観測隊長を務めた．

山内　恭 　
1973 東工大・理・応用物理・卒，1978
東北大大学院理学研究科地球物理学専攻
博士課程修了，理博．1978東北大・理・
助手，1980国立極地研究所助手，1985
同助教授を経て，1993 から同教授，現
在に至る．2009〜2014 同副所長併任．
また，1993 から総合研究大学院大学極
域科学専攻併任．専門は大気科学及び極
域気候学．



1  はじめに
筆者が初めて国際会議に参加したのは，2006 年に台

湾で行われたアンテナ・伝播研究会である．そのとき，
千葉大学の伊藤公一先生の講演（Microwave Antennas 
for Medical Applications）を聴いたことが，筆者が日
本と関わりを持つきっかけになった．アンテナ技術を勉
強したばかりの筆者にとって，伊藤先生のアンテナの医
療応用という技術は新しい世界であった．その知識を是
非習得したいという動機から，2010 年に台湾の大学院
修士課程修了後，筆者は研究者として日本へ留学した．
日本に来て 4年になったが，普段は仕事をし，休日は
妻とともに公民館で地元との交流を深めたり，旅行した
りしながら，有意義な日々を過ごしている（図 1）．こ
のたび，この場をお借りして，日本と台湾との違いにつ
いて筆者が感じたことや，日本で生活をする上でうれし
かったこと，苦労したことなどを皆さんにシェアし，台
湾と日本の交流が一層盛んになればと願っている．

2  日本と台湾の習慣や常識の違い
筆者は日本に来てからというもの，様々な人に，台湾

と日本の習慣や常識，文化などがどう違うのかとよく聞
かれる．まず第 1に，筆者が思うこととして，世界に
おいて日本ほど高度に発展し，交通網などが整備された
先進国でありながら，環境保護など先進国としての責任

を果たしつつ，伝統的かつ独特な価値観を持ち，ここま
で規律を守る国民性を持つ国はない．これらの点で台湾
とは大きく異なると思う．例えば，成熟した交通システ
ムついては，どこでもきれいに整備された道路があり，
鉄道，バス網も不便なく配置されている．また，サービ
スにおいても，公共交通機関おいて，従業員が乗客のこ
とを考えて声を掛けたり，優先席や携帯電話の使用に関
する案内を自動音声や車内放送で頻繁に行ったりなど思
いやりの意識が高いことが挙げられる．特に驚いたこと
としては，深夜の交差点において，往来する車両が少な
くても交通ルールをしっかり守っている自動車の運転手
及び通行人である．加えて，環境の保護においても，日
本人は一人一人が省エネや環境保全を意識している．徹
底したごみの分別や，東日本大震災後における国民総出
の節電計画においても，日本人の規律の高さに加えて，
いかに普段から省エネの意識を持っているかが伺える．
日本の隣にある台湾では，日本統治時代があり，習慣

や文化の点で日本に共通する部分があるが，上述の点に
おいては，日本では常識であるものの，台湾ではそうで
はない．その理由について，筆者はその答えが「教育」
にあると考えている．以前，日本で暮らし，子供を育て
ている台湾人の友人と話す機会があった．彼は，日本の
教育は，日本国憲法でも記されているように，平和・平
等主義が根幹にあると言った．その上で，日本の伝統的
な考え方である，他人を思いやり，協力していく「和」
の姿勢を幼少から教えていると感じたそうである．台湾
においても，儒教の思想に基づく基本的な道徳，倫理観
はある．しかしながら，相手に譲る，思いやる，という
点は日本の「和」とは異なり，それを子供に教える姿勢
も日本の方がより積極的であるように思うと彼は筆者に
教えてくれた．筆者は台湾の教育が日本のこの理念を参
考にしながら，より良い教育環境を構築できればよいと
考えている．近い将来，筆者に子供ができたら，日本の
教育をお手本にして育てていきたいと思う．
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図 1　妻と富士山登山



3
  日本での生活において， 
苦労したこととうれしかったこと

筆者は日本に来て4年になったが，一番苦労したこと
は，日本語が上手に話せず不便に感じたことである．日
本に来たばかりのとき，郵便局で口座を開設したいのに
相手にうまく伝わらず，理解してもらうまでに1時間以
上掛かってしまった．また，公共料金を電話で申し込ん
だとき，電話相手の日本語を聞いても分からず，何度も
「さっき言ったことをもう一度教えて頂けませんか？」と，
相手に尋ねてしまった．このように，日本に来た当初は日
本人と意見や感情などの意思の疎通ができない「言葉の
壁」に寂しさを感じた．一方で，うれしかったこともたく
さんある．一つ目は，日本語が上達するにつれて日本人
との交流を更に深めることができたことである．例えば，
国内研究会において，日本語で専門的な知識をディスカッ
ションできたり，研究会後の懇親会では日本人とより一
層親睦を深めることができた．二つ目は，日本人の家庭
にホームステイをさせて頂いたことである（図2）．その
際には，お正月という日本の伝統的な文化を体験するこ
とができた．中でも，特にうれしかったことは，「千葉ロッ
チ」という千葉県にある草野球チームに参加したことを
契機として，様々な日本人と楽しく野球をしたことである
（図3）．もっと特別な経験としては，2013年のときに日
本が大雪で被害に遭い，筆者が当時暮らしていた雪が余
り降らない千葉でも歩けないくらい雪が積もったときのこ
とである．その際に，隣の学校へ通う小学生たちが危険だ，
と隣に住んでいたおじさんが話していたので，安全に歩
ける道を作るため，次の日の朝には周囲の住民と階段や
道の雪かきを始めた（図4）．雪かきに半日しか費やさな
かったが，雪かきが初体験の筆者にとって，よく言われ

る「日本の地域住民
の皆さんが自分たち
の地域は自分たちで
作る」という意識を強
く感じた．
日本のことわざに

は「苦中楽有」とい
う言葉がある．「苦し

い中に楽しみがあり，本当の楽というのは，楽の中では
なく，苦の中にある」という意味である．異国出身の筆
者の心には，その言葉は染み入る思いである．なぜならば，
筆者はこれまでに述べたような苦労した経験の中に楽し
さを見いだせたからこそ，現在日本で言葉の壁のない，
楽しい生活を送ることができているからである．そして，
筆者はつらいこともうれしいこととして味わうことによ
り，自分の人生の糧になると信じている．

4  日本での社会人生活
台湾のある企業で 1年半くらい働いたことがある筆

者は，自分自身を精進したいため，2014 年 3月大学院
を修了した後，（株） KDDI 研究所で研究員として働く
ことになった．入社したときに気が付いた台湾との違い
は仕事の細かさと社員を育成することである．具体的な
例を挙げると，プロジェクトを実行する際に，誰がプロ
ジェクトのリーダか，プロジェクトの具体的施策や実施
計画や検討経費などの策定の担当は誰か，更に設備の調
達や実験などのシフトもより細かく決まっている．もち
ろん，プロジェクトをスムーズに進めるために，各部門
との連携が更に強化されている．その一方，筆者がすご
く感じたのは人材を育成することである．日本の会社は，
台湾の企業より新入社員の育成や社員の継続的な成長を
とても重視するため，一貫した人材育成プログラムを充
実させている．企業の観点から，これらはうまく会社の
運営をするためだけではなく，会社の長期運営にとって
人材の育成は最も重要な経営資源である．社員にとって
は，基本スキルの習得や自己啓発ができる貴重な機会で
ある．台湾の企業では，人材や技術力があると思うが，
人材の育成に不備な点があることで，会社からの人材の
流失の問題が深刻化している．
筆者が入社してからこの半年間を振り返って，研修を

受けながら部署の先輩から日々的確なアドバイスや指導
などを頂いたことで，入社当時の筆者より大きく成長す
ることができてよかったと思う．このような日本で経験
したことを筆者自身の成長の糧にして，これからの数年
または数十年で，仕事力を精進したく，日本の社会で自
分の力をどこまで生かせるか頑張って続けていきたい．

林　合祐 （正員）
1983 台湾・台北生まれ．2014 千葉大
大学院博士後期課程了．博士（工学）．
同年，（株） KDDI 研究所入社．以来，移
動通信用アンテナ及び電波伝搬，次世代
移動通信の研究・開発に従事，2014 
IEEE Japan Council AP-S Chapters 
Young Engineer Award受賞．IEEE会員．
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図 2　ホームステイ（篠崎家族）

図 3　草野球チーム（千葉ロッチ） 図 4　雪かきの初体験
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 1	 コンテスト概要
コンテストの内容は，応募された自作アプリケーショ

ンについて，これまでになかったような画期的アイデア
かどうか（革新性），夢のあるアイデアかどうか（独創
性），科学技術上における進歩へ高い貢献度を有するか
（技術性・有用性）について評価し，優れたものを表彰・
紹介するというものです．知的環境とセンサネットワー
クに関連したアプリケーションであればハード・ソフト
の別は問わず，例えばスマートフォンアプリも対象とし
ました．また，アイデアのみの応募も可能としました．
様々な分野における知的環境の利活用の提案など，ネッ
トワーク技術にとらわれない作品も広く募集するため，
本誌2014年秋号にも募集要項を掲載させて頂きました．
おかげさまで，大学生だけでなく，高等専門学校の生徒

から大学教員まで幅広い年齢層の方から応募頂きました．

 2	 審査結果
全ての応募作品は 9名の審査委員によって厳正に審

査され，上に挙げた三つの項目（革新性）（独創性）（技
術性・有用性）のそれぞれについて最も優れている作品
に賞を授与することに決定しました．以下は各賞の入賞
作品と作品に対する審査委員からの総評です．

 ■イノベーション賞 （革新性に優れた作品）

「 センサネットワークとクラウドを用いた“やる気を
維持する”創生電力マネージメントシステム」

海老原　樹 （神奈川工科大学）

〈総評〉
「創生電力マネージメントシステム」として，自転車をこ
ぐというヘルスケアフィットネスと蓄電システムへの充電を

関連付けたアプリを開発しています．しっかりとしたコンセ
プトの下，充電装置から自転車のストリートビューに至るま
で，様々な要素技術を一つずつ丁寧に開発している点が評価
されました．これまでの成果はもちろんのこと今後は更に
「美容」をもテーマに取り込もうという貪欲さに更なる発展
を期待させます．新しい切り口から社会的意義を持つ新たな
価値を見いだせる技術としてイノベーション賞に選定しまし
た（図1）．

 ■ドリーム賞 （独創性に優れた作品）

「 Nature-feeling Aid:  
昆虫音を用いた都市の自然環境センシング」

青木　俊介 （東京大学）

〈総評〉
虫の鳴き声とセンシングという組合せが斬新であると評価

されました．同じ音でも文化的背景により感じ方が異なると
いう視点も面白く，自然環境の可視化や生態系調査の参加型
センシングなど，地球環境保護につながるシステムとして夢
のあるアイデアが盛り込まれています．以上から，ドリーム
賞入賞にふさわしい作品であると判断致しました（図2）．
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知的環境とセンサネットワーク （ASN） 研究専門委員会

センサアプリケーション
アイデアコンテスト報告

センサネットワークにより得られたデータを処理・解析して環境を適応的に変化させたり，それらの
情報を提供して人の活動を拡張・強化あるいは補助・支援することを知的環境と呼びます．知的環境と
センサネットワーク（ASN）研究専門委員会では，知的環境技術とほかの産業との複合領域の研究を推
進させ活性化させることを目的とし，センサアプリケーションアイデアコンテストを実施致しました．
その模様について報告します．

図1　イノベーション賞受賞作品



Information from CS

　センサアプリケーションアイデアコンテスト報告 53

 ■テクニカル賞 （技術性・有用性に優れた作品）

「 タブレット式放射線測定ロガーと 
位置連動表示ソフトウェアの開発」

松本　佳宣 （慶應義塾大学）

〈総評〉
実際に動作するハードウェア作品としての応募が高く評価

されました．放射線測定ロガーというアイデア自体は多くの
研究・開発機関で検討されています．しかしながら，スマー
トフォンやタブレットで扱える簡易なシステムの設計を目的
としており，要求仕様に対するシステム構成もしっかりして
いることから，科学技術上における進歩への貢献が高いとの
意見が多く上がりました．以上から，テクニカル賞入賞にふ
さわしい作品であると判断致しました（図3）．

 3	 入賞作品の展示
以上の入賞作品は 1月 25，26日に和歌山県白浜で開

催されたASN研究会のポスターセッションに設けられ
た特別コーナにて展示されました．いずれの受賞作品も
多くの参加者から注目を集め，コーナは大変にぎわって
いました（図 4）．また当日参加して頂いた神奈川工科
大学の海老原樹さんには，研究会ナイトセッションの場
をお借りして表彰式を行い，ASN委員長大槻知明から
賞状と副賞が贈呈されました（図 5，6）．

 4	 おわりに
コンテスト応募作品には研究者としての視点からだけ

では浮かばないようなアイデアも多く，惜しくも入賞を
逃した作品の中にも優れたものがたくさんありました．
今回，ASN研として初めてのコンテスト開催で，どの
ような作品が集まるか不安な面もあったのですが，面白
い作品が多く集まり，選考は大いに盛り上がりました．
これらの全ての作品を紹介することはできませんが，こ
の場を借りて応募頂いた方々に感謝申し上げます．あり
がとうございました．今後，実施形式を工夫し，より多
くの皆さんに応募して頂けるような仕組みを考えた上
で，コンテストを継続的に開催していきたいと考えてお
ります．楽しみにお待ち下さい．

図4　コンテスト入賞作品展示の様子

図5　ナイトセッションでの表彰式の様子

図6　受賞者の海老原樹氏（左は大槻委員長）

図3　テクニカル賞受賞作品

図2　ドリーム賞受賞作品
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1 	はじめに
ここ数年，多くのメディアで「4K」や「8K」という

言葉を目にすることが多くなった．こうした世の中の動
きは，社会一般のニーズや放送業界，家電業界など関係
業界の新たなトレンドを反映し，それを支える技術的な
発展があって実現するものである．本稿では，過去のオ
リンピックの開催と放送技術の進展を振り返りつつ，
4K・8Kと言われる超高精度テレビジョン放送を取り巻
く世界情勢や国内の動向について紹介したい．

2 	放送技術とオリンピック

2020 年に東京オリンピックの開催が決定したことは
既に御承知のことと思う．これは世界的なスポーツイベ
ントを通じて日本を世界にPRする重要な機会であると
同時に，技術的観点から見れば世界へ日本の技術力を発
信する貴重な機会であることを意味する．
これまでのオリンピックの開催の歴史の中で，放送とい

う媒体は開催国におけるオリンピックの魅力の共有に貢
献するのみならず，世界へ向けてオリンピックの魅力を発

信する重要な役割を担っており，より質の高い放送サー
ビスを視聴者に届けるためにオリンピックの開催を契機
としてその技術が大きく進歩してきた歴史がある（表1）．
日本で最初に開催された 1964年の東京オリンピック

では，現在の放送技術の基礎となる数多くの取組みが行
われ，実際にその一部が当時の放送の中継で使用されて
いる．放送を通じてオリンピックの開会式や各種競技の
模様が中継された 1964年の東京オリンピックは，テレ
ビ中継によってその模様が国内外で視聴されたことから
「テレビオリンピック」と呼ばれ，日本放送協会をはじ
め日本の放送関係者が総力を挙げてテレビ放送の実現に
努力した．
当時は放送技術が十分に確立されていなかったが，テ

レビ中継に必要な一連の機器を国産で開発し，静止衛星
を利用して世界に初めて生中継を実現した．こうした中
継を通じて東京オリンピックは日本が一体感を持つ国民
的イベントとなり，例えば日本女子バレーボールチームと
ソ連チームとの決勝戦は，最大視聴率が95％に達すると
いうメディア史に残る記録を残した．こうして，東京オリ
ンピックを通じて日本の放送技術が飛躍的に前進し，日
本のテレビ産業が世界に大きく飛躍する機会ともなった．

ⓒ電子情報通信学会2015

表1　オリンピックと放送技術
年 オリンピック 導入された主な放送技術の内容

1964 東京

カラー放送＊ 1，衛星国際中継＊ 2，スローモーション VTR，マラソ
ンの生中継，接話マイク等
⇒　 「テレビオリンピック」と呼ばれ，日本のテレビ技術水準の高

さを世界に印象付けた．
　 　＊ 1：開会式及びバレーボール，体操，柔道　など 8 競技のみ
　 　＊ 2： 衛星中継で米国に伝送．米国からビデオテープが欧州等に空輸され，

21 か国で放送

1972 札幌（冬季） 全競技をカラー放送で放映

1988 ソウル ハイビジョン中継の導入

1992 バルセロナ ハイビジョン中継の本格化
デジタル放送導入（日本は未開始）

1996 アトランタ スーパスローモーションの導入

1998 長野（冬季） 大半の競技がハイビジョン映像に

2004 アテネ ハイビジョン国際共同制作の実施

2008 北京 全競技がハイビジョン映像に（中国で地上デジタル放送開始）

2012 ロンドン スーパハイビジョンの伝送実験（パブリックビューイング）
3D 放送

2014 ソチ（冬季） ハイブリッドキャストによるタイムシフト等の実施

（参考：日本の放送の状況）

1953 テレビ，本放送開始
（NHK，日本テレビ放送網）

1960 NHK，カラー放送開始

1971 NHK の全放送がカラー化

1989 衛星放送（本放送：アナログ）開始

1991 ハイビジョン（アナログ）試験放送開始

1994 ハイビジョン（アナログ）実用化試験放
送開始

2000 BS デジタル放送開始

2003 地上デジタル放送開始

2011 BS アナログ放送，地上アナログ放送終了
（被災 3 県除く）

2012 地上デジタル放送移行完了

2014 4K 試験放送開始（CS，CATV，IPTV）

超高精細度テレビジョン放送の
制度化について

総務省

西村 卓  Suguru Nishimura  
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それ以降，幾度となく開催されているオリンピックを
通じて放送技術が確立され，技術レベルの進展が図られ
たところであり，例えば，ハイビジョン放送の実施やスー
パスローモーションの導入などオリンピックの感動が放
送を通じて伝わるよう最新の放送技術が導入されてきた
経緯がある．

3 	諸外国の取組み

超高精細度テレビジョン放送は，近年世界的にも大き
な注目を集めている分野であり，特に 4Kについては，
表 2のとおり欧州・北米・韓国などで精力的な取組み
が行われている．
その中でも韓国では，衛星放送，ケーブルテレビ，地上

波放送の各種の放送形態で伝送実験，試験放送，本放送と
世界的に見ても先進的な取組みが見られるところである．
衛星放送については，2014 年 6月から試験放送を開

始し，12月からは本放送を行っており，ケーブルテレ
ビについては，2013 年 7月から韓国ケーブルテレビ協
会が中心となり 4K試験放送を実施しており，2014 年
4月からは，4K専用ケーブルチャンネル「ユーマック
ス（U-MAX）」を開局し，商用放送を開始している．更
に，IPTVについては，2014 年 9月から本放送を開始
しており，映画やドキュメンタリーなどの多様なコンテ
ンツをまずはビデオオンデマンド（VOD）で提供する
形をとっている．
韓国で特に注目すべき取組みは，地上波において 4K

放送の実験を行っている点である．2012 年 10～12月
は実験の第一弾としてフレームレートを 30 Hz で行い，
2013 年 5～10 月は第二弾としてフレームレートを
60 Hz で実験を行っている．更に，2014年 3～12月に
は第三弾として符号化画素数を 10 bit に上げ，都市部
での同一周波数による放送ネットワークの実験も行うな
ど，実際の放送を意識した実験へと段階を進めていると
ころである．

4 	受信機及び対応機器の進化

国内外における 4K・8K放送に対する関心の高まり
とともに，関連市場の期待も年々高まりを見せていると
ころである．しかし，日本におけるテレビ市場は 2011
年 7月の地上波放送のディジタル化時点をテレビ出荷
台数のピークとして，それ以降は落ち込みが激しく厳し
い状況が続いている．ただそれ以降は，4Kのテレビ市
場が立ち上がりつつある現状において，4Kテレビの出
荷台数が好調に推移しており，今後需要が好調に推移す
ればテレビ出荷台数の回復も見込まれるため大いに期待
されているところである．
4K試験放送が開始された 2013 年には，約 27万台

であった 4Kテレビの出荷台数は，2017 年には現行放
送の 2Kテレビの出荷台数を逆転し，2018 年には 518
万台に達すると予測されている（図 1）．
今後こうした好調な 4Kテレビの需要に支えられ，東

京オリンピックが開催される 2020 年には 4Kテレビの

表2　諸外国の取組み状況
　米　国　

DIRECTV（衛星放送） ・2014 年内の 4K VOD サービス開始及び 2015 年ないし 2016 年初頭の 4K 放送サービス開始について発表．

Comcast（ケーブルテレビ） ・CES において，2014 年内に HEVC を使用した 4K 対応次世代 STB をリリース予定と発表．

その他放送事業者等 ・CBS，ESPN（ディズニー傘下スポーツチャンネル）等が，スポーツイベントで 4K 撮影等のトライアルを実施．

　欧　州　

4EVER コンソーシアム 等
（仏）

・ フランステレビジョン（公共），オレンジ（旧フランステレコム），アテメ（エンコーダ），ユーテルサット（衛星
運用会社）等 9 の産・学が 4K の共同研究開発（制作，伝送）を実施中（2012 年から 3 か年計画）．

・2013 年 6 月の全仏オープンテニスで，4K 中継放送，ストリーミング配信，パブリックビューイングを実施．
・ユーテルサットは 2013 年から 4K の試験チャンネルの提供を開始．2014 年 5 月に 4K 試験放送を開局．

UHD フォーラム 等
（英）

・ BBC（公共放送）と BSkyB（衛星放送）が中心となり，欧州の標準化団体や国内の放送局等と連携して，4K 放
送等の互換性（サービス，ネットワーク，端末）に関する要件を検討．

・BSkyB は，4K 放送の計画を進めており，2013 年 8 月にサッカーの試合を 4K 画質で試験的に放送．

HISPA SAT（衛星放送）
（スペイン）

・ 2013 年 9 月から欧州向け，2014 年 4 月から北米・中米向けに 4K の試験放送を開始（数か月内に南米カバー予
定）．番組はスペイン放送協会が提供．4K ／ 25P で，STB はなく PC で受信．2015 年に商用サービス開始を予定．

SES（衛星放送）
（ルクセンブルク） ・2016 年までに欧州で複数の 4K チャンネルを展開予定．

　韓　国　

KBS，MBC，SBS，EBS
（地上放送）

・ 地上波での 4K 放送について，2012 年 10～12 月に第一弾（30P），2013 年 5～10 月に第二弾（60P）の実験を実施．
2014 年 3～12 月，第三弾の実験（符号化画素ビット数：8 bit → 10 bit，SFN の試験等）を実施中．

・「2014 年アジア競技大会（仁川）で 4K 実験，2018 年平昌（ピョンチャン）冬季オリンピックで 8K 実験」との計画．
・4K の地上波本放送開始時期を，当初予定の 2016 年から 2015 年 12 月に前倒す計画を各社が発表．

韓国ケーブルテレビ放送協会
ホームチョイス（ケーブルテレビ）

・2013 年 7 月から，ケーブルテレビ放送協会が中心となり，MSO5 社が参加し 4K の試験放送を実施．
・ 2014 年 4 月から，CJ ハロービジョン，Tbroad，現代 HCN，CMB の大手 MSO が共同出資した「ホームチョイス」

が，4K 専用ケーブルチャンネル「ユーマックス（U-MAX）」を開局．商用放送を開始．

KT Skylife（衛星放送） ・2013 年 8 月に衛星で 4K 放送の実験を実施．2014 年 6 月，試験放送開始．2014 年 12 月から本放送を開始予定．
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普及台数が約 2,700 万台にも達すると推計されており，
世帯普及率に換算すると約 52％に達し，各家庭で超高
精細度テレビジョン放送の視聴環境が整うものと考えら
れている（図 2）．
また，対応カメラや業務用プロジェクタといった 4K

対応機器の市場投入も活発化しており，ゲーム機やネッ
トコンテンツも 4K対応され始めるなど，各メーカによ
る精力的な取組みが見られ，テレビ市場のみならず関連
市場の活性化が期待されている．

5 	ロードマップの進捗と見直し

総務省では，国内外の情勢を踏まえつつ，超高精細な
映像技術（4K・8K）を活用した放送を早期に実現し，
新たなコンテンツとサービスの創出や関連産業の国際競
争力の強化を図るため「放送サービスの高度化に関する
検討会」（以下，高度化検討会）を 2012 年 11 月から

開催し，関係者が共同で取り組むべき目標と時期を定め
たロードマップを 2013年 6月に取りまとめた．
更に，ロードマップ策定以降の状況変化や，ロード

マップの具体化・加速化を進めるため「4K・8Kロード
マップに関するフォローアップ会合」（以下，フォロー
アップ会合）を開催し，2014 年 9月に中間報告を取り
まとめたところである．
ロードマップ等の取りまとめにあたっては，国際的な

技術動向や世界規模のイベント開催のタイミングを考慮
しつつ行われた．

5.1　国際的な技術標準の策定動向
4K・8Kの超高精細度テレビジョン放送に必要な技術

については，国際機関における標準化がここ数年急速に
進んでいる．
まず，放送に対応した映像フォーマットについては，

ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）において検討
がなされた結果，2012 年 8 月に勧告化
（BT.2020）され，映像フォーマットを放送
で用いる際に必要となるパラメータ等が規
定された．
また，映像符号化については，ITU-T（国

際電気通信連合電気通信標準化部門）にお
いて 2013 年 4月にH.264 に続く新たな方
式（H.265/HEVC）が勧告化された．加えて，
音声フォーマットについては，最大 22.2
チャネルを入力可能とする等の音声符号化
について ITU-R において 2014 年 2月に勧
告化（BS.2051）された．
更に，多重化方式については，IPベース

図1　4K（対応）テレビの需要予測（国内）

図2　4K（対応）テレビの世帯普及率（試算）
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に対応した方式（MMT）が 2014 年 5月に最終規格と
して発行されたところである．

5.2　ロードマップの改訂
高度化検討会の「ロードマップ」では，2014 年のブ

ラジルワールドカップ，2016 年のリオデジャネイロオ
リンピック，2020 年のオリンピック開催年を節目の年
として衛星・ケーブルテレビ・IPTVでどのような進展
が期待されるかについて取りまとめられた．
このロードマップを踏まえ，フォローアップ会合では

ロードマップの具体化に着手し，図 3のとおり，放送
インフラ（衛星・ケーブルテレビ・IPTV）ごとに伝送
路のイメージや 4K・8K放送の開始時期について取り
まとめている．
この中で特に注目すべきは，
・ 4K試験放送が，衛星，ケーブルテレビ，IPTVで開
始された
・ 衛星基幹放送である BS 放送で，4K・8K とも
2016年から試験放送，2018年から実用放送を開
始する
・ 開催が決定した東京オリンピックの開催年である
2020年の 4K・8Kの目指す姿が具体的に示された

点であろう．
5.2.1　試験放送の開始
ロードマップの最初の目標である 4K試験放送が，衛

星放送，ケーブルテレビ，IPTVで 2014 年 6月から開
始された．
衛星放送では，放送チャネルを「Channel 4K」と称

して，一般社団法人次世代放送推進フォーラム（Next 
Generation Television & Broadcasting Promotion 
Forum, NexTVフォーラム）に加盟している会員企業
が制作した番組を放送している．現在放送中のコンテン

ツについては，日本放送協会，民放
キー局，有料放送事業者等がコンテ
ンツを制作・提供し，スポーツ番組
を中心として番組編成を行って放送
を実施している．こうした試験放送
用の番組コンテンツについては，技
術検証という形式を取りつつ財政的
な面を含めて番組の制作を後押しす
ることが重要であることから，2014
年 10月から番組コンテンツを募集し
た結果，150 件を超える 4K 番組の
企画提案があり，その中から 38件を
採択して試験放送用の番組コンテン
ツとして活用している．
試験放送は技術的には，現行の

124／ 128度CS放送の伝送路符号化方式，多重化方式，
限定受信方式を踏襲しつつ，映像フォーマットを 4Kと
し，映像符号化方式についてはH.265（HEVC方式），
音声符号化方式についてはMPEG-4-AACを採用し，現
行方式に比べて高度化を図っているところである．
5.2.2　試験放送と実用放送
高度化検討会における「ロードマップ」では，リオデ

ジャネイロオリンピックの開催年である 2016 年に 4K
を自宅で視聴できる環境整備を目指すと同時に，8Kに
ついても希望する視聴者が自宅や量販店等で視聴可能な
環境整備を目指すとし，8Kを体験できる環境を整備す
ることとしていた．
こうした目指すべき姿を踏まえ，改訂されたロードマッ

プでは，試験放送や実用放送といった放送開始までの段
階を具体化し，いつ実現するかと併せて明確化された．
試験放送については，その具体的な伝送路（BSでの

衛星セーフティネット終了後の周波数帯）を特定し，
4K試験放送（最大 3チャネル）及び 8K試験放送（1チャ
ネル）を 2016年から時分割で行うと明記した．
また，この試験放送を踏まえて，2018 年までの可能

な限り早期に実用放送を開始するとし，伝送路について
は試験放送で利用されるBSでの衛星セーフティネット
終了後の周波数帯域のほか，左旋を含む今後新たに活用
可能となる帯域も想定することとした．
5.2.3　2020年の目指す姿
2020 年に東京オリンピックが正式に開催されること

が決まり，日本で 4K・8K放送を今後，どのようなタ
イムスケジュールで進めるかを考える上で，2020 年が
より大きな目標となったことは間違いない．
試験放送及び実用放送を経て，本格的に 4K・8K放

送が行われ，多くの視聴者によって視聴の機会が容易に
得られる環境が整うのが 2020年の東京オリンピックの

図3　4K・8K推進のための新たなロードマップ
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開催時点であることが関係者の共通認識となってきてお
り，こうした関係者の認識の下，2020 年の 4K・8Kの
目指す姿として，東京オリンピック・パラリンピックの
数多くの中継が 4K・8Kで放送され，その感動が会場
のみならず，パブリックビューイングや各家庭の市販テ
レビで楽しめる環境となることが明記された．

6 	超高精細度テレビジョン放送の制度化

これまで，オリンピックという世界規模のイベント開
催と放送技術の進展の関係と，過去の放送技術の進展の
延長線上にある超高精細度テレビジョン放送の現状と今
後期待されているビジョンについて見てきた．
現状を踏まえながら今後の展開を考える上で重要に

なってくるのは，今後技術的にどのような進展が見込ま
れるかを考慮しつつ，超高精細度テレビジョン放送が最

大限視聴者ニーズに応えられるよう
に必要となる技術的枠組みを構築す
ることである．
ここでは，超高精細度テレビジョ

ン放送を行うための技術基準につい
て述べることとする．
高度化検討会の取りまとめで

4K・8Kに関して明確化が必要な例
として，映像符号化方式等の技術事
項を列挙するとともに，「衛星基幹
放送における電波の利用に関するも
のを中心に，2014 年 3月までに技
術的条件として具体化した上で，同
年 6月までに具体化された事項を前
提として所要の技術基準の整備を図
る」こととしていたところである．
この方向性を踏まえ，2013 年 5

月から衛星放送（衛星基幹放送／衛
星一般放送）において 4K・8Kに対
応した超高精細度テレビジョン放送
を実現するための技術的条件につい
て情報通信審議会で審議が開始さ
れ，現行の放送方式との親和性や関
連する国際標準化の動向等を考慮し
つつ幅広い検討が行われた結果，
2014年3月に一部答申がなされた．
この一部答申を受けて，総務省で

は技術基準として関係する規定の整
備（省令・告示の改正）を 2014 年
7月に行ったところである．
技術基準改定のポイントは以下の

とおりである．
①　BS放送，東経 110 度 CS放送については，4K・

8Kに対応するため技術基準を全面的に高度化し，
変調方式に16APSK，多重化方式にMMT・TLV，
映像符号化方式にH.265（HEVC），音声符号化
方式にMPEG-4 AAC，ALS，スクランブル方式
にAES，Camellia を導入した．また，映像入力
フォーマットを4320／ P，色域をBT.2020まで
対応させた（図4）．

②　 東経124／ 128度 CS放送については，現行の高
度広帯域伝送方式の変調方式，情報レート，多重
化方式，スクランブル方式を維持しつつ，4Kに
対応するため，映像符号化方式にH.265（HEVC
方式），音声符号化方式にMPEG-4 AAC，ALSを
導入し，映像入力フォーマットを2160 ／ P，色
域をBT.2020まで対応させた（図5）．

図4　主な技術的条件の概要①

図5　主な技術的条件の概要②
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また，制度整備と併せて，一般社団法人電波産業会
（ARIB）では 4K・8K放送に必要な民間標準規格の検
討が行われた．その中で主に送信系機器の規格について
は，2014 年 7月に策定がされたところであり，受信系
機器の推奨規格については 2014 年 12月に策定された
ところである．
加えて，NexTVフォーラムでは，実用放送を想定し

て主にテレビ受信機の開発を行うための「運用規定」が
議論されている．運用規定は受信機を開発するための詳
細なサービスを具体的に想定して関係者が機器の製造を
行うことができるよう策定するものである．

7 	今後の取組み

超高精細度テレビジョン放送については，現在 4Kの
市場が国内外で盛り上がりを見せている状況や国内では
技術基準に基づいた制度整備が進むなど一定の進展が見
られているところである．一方，こうした現状を踏まえ，
今後の 8Kの実現等に対する期待が高まっている状況で
あり，一層の取組み強化が必要な状況にあるとも言える．
超高精細度テレビジョン放送の今後を考えた場合，技

術的観点から最大の課題となるのが地上波放送における
実現の可否であり，フォローアップ会合の中間報告では
今後の検討課題として地上波放送における技術的検討に
ついて取り上げているところである．
地上波放送については，これまで述べたようにCS放

送やBS放送等の衛星放送やケーブルテレビなどに比べ
ると，伝送路の伝送容量や周波数帯の空き状況などの点
でより技術的に高いハードルを超える必要がある．
日本放送協会では，8Kによる地上波放送を想定した

長距離伝送実験を行っており，実験に成功している．具
体的には，超多値 OFDM（Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing）と偏波MIMO（Multiple-Input 

Multiple-Output）技術を活用して地上波 1チャネルの
伝送容量を拡大し，キャリヤ変調技術として 4096QAM
（Quadrature Amplitude Modulation）を使用して大
容量の 8K映像を送信するものである．
現時点においては 8K映像を伝送できるか否かに焦点

を当てた実験にとどまっているが，今後，マルチパス環
境のような実環境に近い電波環境などでの実験など地上
波における超高精細度テレビジョン放送の実現に向けた
取組みの強化を期待したい．

8 	最後に

4K・8K放送と呼ばれる次世代放送は，放送分野で今
後の成長が期待される放送サービスであるのはもちろん
のこと，情報通信分野の中でも注目が集まっている．
これまで 4K・8K放送に関わる多くの関係者が今後

どのように実現すべきかについて，その認識を共有する
ために，総務省の会合や審議会で様々な議論が行われて
きた．
総務省としては今後もこうした議論を通じて関係者

の合意形成を図りつつ，4K・8K放送の更なる推進のた
めに積極的にリードし，放送サービスの高度化に貢献で
きれば幸いである．

西村　卓 　　
平 12 郵政省（現総務省）入省．以来，
情報通信行政に従事．平 25-08 から情
報流通行政局放送技術課課長補佐．現
在は，超高精細度テレビジョン放送の
実現に向けた施策の推進や放送技術の
研究開発，放送の安全性・信頼性の確
保に関する業務に取り組んでいる．



1 	はじめに
日本には 600 館以上の科学館があります．科学館は

日常生活で利用している電化製品や自動車・電車等の乗
り物や交通機関の歴史や仕組み，自然現象の原理を学ぶ
ことができ，科学を身近に感じられる場所です．最近で
は子供だけでなく大人も楽しめる展示やイベントが行わ
れている所もあり，老若男女全ての人が楽しめる所も少
なくありません．
そんな街の科学館・博物館を毎号紹介していきます

が，今回は東芝未来科学館を紹介致します．

2 	東芝未来科学館へ行こう！
東芝未来科学館は2014年の1月にリニューアルオー

プンしました（図1）．場所もJR川崎駅やラゾーナ川崎に
直結した場所に移転し，アクセスしやすくなりました．リ
ニューアル後の最初の夏休みは大行列になったそうです．
入館料も無料で，近くにお住いの方は気軽に何度でも

訪問できますし，全ての展示が一つのフロアにまとめら
れており，車椅子や乳母車でも見学が楽しめるように配
慮されています．また，事前に予約すればアテンダント

が案内・説明してくれますので，ほかの人たちよりもた
くさん知識を得たい方，楽しみたい方はお勧めです（日
本語のほかに英語や中国語でも対応可能です）．

3 	昔の家電を見学できるヒストリーゾーン！
展示フロアの一角はヒストリーゾーンとして東芝の

二人の創業者にゆかりの品や初期の電化製品が展示され
ています（図 2，3）．
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図1　リニューアルした東芝未来科学館

図 2　�東芝の創業者の一人，田中久重が作った万年時計の
レプリカ�（左），業務用電子レンジ�（右）（昭和 37年
（1962 年））

図 3　�昭和 5年（1930 年）に販売された初期の洗濯機（左），
昭和 60 年（1985 年）に販売されたラップトップ
PC�（右）

田邉康彦 Yasuhiko Tanabe  （株） 東芝

東芝未来科学館訪問記
科学館・博物館めぐり



電化製品としては，昭和 5年（1930 年）に発売され
た冷蔵庫や洗濯機をはじめとして初期のカラーテレビや
日本語ワープロ（昭和 53年（1978 年）），ラップトッ
プPC（昭和 60年（1985年））等，当時を知る人にとっ
ては懐かしい製品が並んでいます．また，当時を知らな
い若い人にとっては現在の製品と比べることで，れい明
期から現在にかけて電化製品がいかに進化してきたのか
実感できます．

4 	近未来の世の中を支える科学技術を体験！！
展示フロアの大部分は近未来の生活に必要な科学技

術に関するスペースになっています．フロアは更に「エ
ネルギーの未来」，「街の未来」，「ビルの未来」，「家の未
来」，「ヘルスケアの未来」，「情報の未来」と区分されて
おり，それぞれゲームをして遊びながら学べるように
なっています（図 4，5）．ヒストリーゾーンはやや閑散
とした印象を受けましたが，遊びながら学べるこちらの
ゾーンは多くの人でにぎわっていました．エレベータの
スケジュール（図 4）では，各階のエレベータ前に次々
と現れる人が不満を生じないようにエレベータのスケ
ジュールを手動で行うのですが，これがなかなか難しく，
ついつい夢中になってしまいます．一方で，ゲームには
夢中になりますが，子供たちが科学技術を学んでくれて
いるかは……子供たち次第ですね．
また，サイエンスショーが 1日に 3〜4回予定されて

おり，アテンダントの方の実演とクイズ形式で身近な物
の科学を学べます（ショーの開演時間や内容はホーム
ページで確認できます）．アテンダントの問い掛けに無
邪気に答えたりクイズの正解に一喜一憂している子供た
ちの姿が印象的でした．
そのほか，工作を通じて体験しながら学習したり，高

圧の静電気を体感するコーナーもあり，自らの体験で科
学を学ぶことができます．

5 	おわりに
今回は東芝未来科学館を紹介しました．
東芝未来科学館は初期の電化製品が多数展示されて

おり，博物館としての一面もありますが，近未来の生活
で利用されている科学を，ゲームやショーを通じて体感
することでより身近に感じながら学べる場所でした．
また，訪問して驚いたのは御年配の方が多数来客され

ていることでした．親子で楽しむだけでなく家族 3代
で楽しめる科学館，そんな東芝未来科学館に是非足を運
んでみてはいかがでしょうか．

謝辞　本稿執筆に当たり，貴重な写真を御提供頂き，
館内を案内して下さった東芝未来科学館の皆様にお礼申
し上げます．

田邉康彦 （正員：シニア会員）
平13北大大学院工学研究科博士後期課
程了．平14（株）東芝入社．以来，レー
ダ信号処理，無線通信の物理層の研究
開発に従事．IEEE，ISMRM各会員．

Access
「東芝未来科学館」
開館時間：�火～金� 10:00～18:00
� 土・日・祝 10:00～19:00
入 館 料：�無料
所 在 地：�神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34
� スマートコミュニティセンター（ラゾーナ川崎東芝ビル）2F
交　　通：�JR 川崎駅西口より　徒歩 1分
� 京浜急行線京急川崎駅下車　徒歩 7分
Ｕ Ｒ Ｌ：	http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/index_j.htm
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図5　�サイエンスショーではクイズ形式で科学を学べます
（左），50万 Vの静電気を体験できる！！�（右）

図4　�ビルのエレベータのスケジュールやエアコン制御に
チャレンジ�（左），半導体の構造をゲーム形式で学べる
ナノライダー�（右）



この本をお薦めします

辻　俊彦 著，芸立出版，2012年3月 発行
ISBN978-4-87466-069-0

レーダーの歴史
英独闇夜の死闘

20 代や 30 代は発見の連続の毎日であった．技術の
世界はよく設計された日本庭園のようであり，一歩踏み
出すたびに風景が変化する．一歩踏み出せば周囲が変わ
り，周囲に影響されて自分自身も変わり，そんな自分自
身の変化に合わせて周囲に見えるものも更に変わってく
る．そんな変化に身を任せながらも，時々，大切な選択
の場面に直面する．危険な話ではあるが，私は技術の世
界にある多様なリスクの間を野生動物の嗅覚のようなも
ので道を選びながら生き延びてきた．幸い指導者にも恵
まれた．よくもここまで幸運が続いたものだ．よし，少
しは真面目に将来を考えるため戦略立案を勉強しようと
遅まきながら本を探してみた．
まずは高校の頃に読んだ「倫理社会」の副読本を手に

したが，戦略立案の学習に関する記載や参考図書は見当
たらない．戦略論は余りにも実利的であり，教育を考え
る先生方には「学問」とはみなされていないかもしれな
い．確かに，生き残るために毎日使う知恵のようなもの
は知っていて当たり前かもしれない．しかし，少なくと
もその手法を明確に表現できないままでは，自分が持つ
手法の不足部分が分からない．
難航の末，結局，たどり着いたのは，簡潔な文でまと

められた中国最古の兵書「孫子」である．インドにも実
利を徹底的に追求するための古書「実理論」があるが，「孫
子」の方が入手も容易である．「敵を知り己を知れば百
戦危うからず」は本書の有名な一節であるが，この考え
方に従う具体例として相手との戦力差に応じた戦い方な
ども記載されている．もちろん，勝負を避けて戦わない
選択肢も含まれている．本書で見られる価値判断は一貫
しており，いつも「適切に生き残る」ことを目指してい
る．
本書はいろいろな言語に翻訳されているらしく，米ソ

冷戦時代を生き延びた相互確証破壊戦略（戦争を始めれ
ば双方とも壊滅的な結果となる状況にして戦争を抑止す
る）は，「孫子」を参考にしたとの話もある．数千年の
間に道具は変わっても，人類の戦略やその基本原理は余
り変わらないのか，「孫子」の簡潔な言葉は現在も要点
を突いているようだ．
どんな本を読もうとも周囲に応じた戦略を考えるの

は当事者の頭であるが，本書には大切な決断の参考にな
る要素が簡潔にまとめられている．ああ，若い頃に読ん
でおくべきだった．競争やリストラという言葉が飛び交
う社会において「適切に生き残る」ための必読本に見え
てきた．  （小瀬木　滋）

私が就職したとき，当時の所長が「幻のレーダー・ウ
ルツブルグ」（津田清一 著，CQ出版）を紹介して下さっ
た．日本が独自の「電探」，マグネトロン，八木アンテナ
などを開発しながらも，第二次大戦中の開発促進のため，
ドイツから技術導入した担当者の手記である．その中に
出てくる人里離れた「大沢実験所」とは私の職場の近く
であった．読者の皆様の近くにも，このような電波や通
信の歴史を刻んだ場所があるかもしれない．
今回紹介する本は，上記の電探開発と同時期，欧州に

て英独が繰り広げた「電波合戦」を記載している．現在
使われている電波航法機器など多くの無線機器の御先祖
様がこの時期に現れるが，その運用も対抗策も全てが未
経験のことばかり．しかし，無線機器が運用開始されるや，
直後に機器ごとの妨害手法が考案され使用されたことは
驚きである．偽の邀撃管制官（スプーフィング），延々と続
く試験電波や相手国指導者の演説放送による通信チャネ
ル占有（電波ジャック），妨害電波送信（ジャミング）など，
妨害手法のほとんどがこの時代に試されている．妨害のみ
でなく，相手機の電波を利用して追尾接近する手法の開
発，受信機を満載した航空機による電波情報収集なども
既に行われていた．
次々と新しい無線システムや妨害手法が出現するのみ

ならず，短期間に著しく改良されるため，自他の状況の
変化に対応して生き残ることは困難を極めたはずだ．欺
瞞紙（チャフ）を先に発明したのは日本らしいが，滞空時
間など多様な特徴をよく調べ効果的に運用したのは後発
組の英国だった．本書が示すように，勝敗を決めた要因は，
ひらめき，技術の優劣，生産力という一面的な能力では
ない．むしろ，自他の状況調査や分析，問題解決のため
の柔軟な発想，技術の運用，関連部門や外国との連携，
即応性などであり，目の前の課題を解決する柔軟性と行
動力を含む多面的な総合力で決まったようである．
これを私たち自身に当てはめるとき，技術力や生産力

が若干劣勢であっても生存のチャンスが大いにあること
を示している．調査力や分析力など頭を使って関連状況
をしっかり認識し，技術力や生産力に代表される基礎能
力に加えて特徴がある強みなど自らを知ることが大前提．
これらをしっかりと理解した上で，不透明な状況の中で
も自らを自在に変えながら泳ぎ切る戦略や戦術を提案す
る「若い柔軟な発想」がチャンスを生かす転機になる．
本書の事例を読むと，それまでの経験や能力の不足は

問題にならず，どんな苦境でも常に新しい状況に挑戦して
自らを鍛えながら前進するしかないことが分かる．今は
大変だけど，一歩踏み出せば私にも何かできるかもしれな
い，そんな気にさせてくれる本である．  （小瀬木　滋）

金谷　治 訳注，岩波文庫，2000年4月 発行
ISBN4-00-332071-9
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Change
平成27年度通信ソサイエティ会長  梅比良正弘

Masahiro Umehira

 「C hange Has Come To America」「Yes We 
Can」の名スピーチで，オバマ大統領が大統

領選挙の勝利宣言を行ったのは 2008 年のことで，
もう 7 年も前になる．時の流れは早いものである．

「Change」を掲げ，当時の米国に変革をもたらす
との期待が満ちていた．これを追うように，我が国
でも，2009 年に衆議院の解散，選挙が行われ，民
主党が 308 議席を確保して政権交代を実現した．
これも 6 年前のことであり，この議席数は一つの
党が獲得した議席数としては戦後最多だったそうで
ある．

自らが変わる必要はない，今のままでよい，と
思っていても，周囲の環境が変われば，それに適応
して変わらざるを得ず，適応できないものは衰退し
ていく．盛者必衰とまでは言わないが，未来永劫の
勝者はいない．通信においても，技術革新により，
電気通信の世界の主役は，「電話」が「電報」に取っ
て代わり，長らく主役であった「固定電話」は「携
帯電話」に取って代わられつつある．携帯電話の加
入者数が，日本では人口を上回り，世界でも世界人
口の 70 億を超えることを 30 年前に誰が予想でき
たであろう．

ダーウィンの「種の起源」において唱えられた「自
然選択説」では，生物はより完全な方向に向かって
直線的に生物が進化するという「進化論」ではなく，
生物に多様な変化が起こり，環境に適応したものが
生き残ってきたとされている．この自然選択説を人
間社会にも適用し，環境に適応したものが生き残る
ことによって社会は理想的な状態へと発達していく
という考え方もあったようである．しかし過激派組
織によるテロなどのニュースを聞いたりすると，

「Change」＝「進歩」「進化」というほど，ことは
単純ではないようである．

翻って，電子情報通信学会である．1911 年（明
治 44 年）の逓信省電気試験所における研究会の誕
生に始まり，電信電話研究会（1914 年）を経て，

電信電話学会（1917 年），電気通信学会（1937 年），
電子通信学会（1967 年），1987 年には現在の電
子情報通信学会となったのは御承知のとおりである
が，名前の変遷からも分かるとおり，本会もこれま
で環境の変化に適応して変わってきたと言えよう．
しかし，現在の「電子情報通信学会」になってから
28 年が経過し，いみじくも，電子情報通信技術の
進歩により社会は大きく変化した．昔の通信技術者
が夢見た，いつでも，どこでも，誰とでもつながる
ネットワーク社会は現実のものとなり，これに伴い

「電子情報通信学会」を取り巻く環境も大きく変わっ
てきた．それだけでなく，日本全体の問題である少
子高齢化，生産人口の減少に起因する会員減少，企
業会員離れは「電子情報通信学会」を取り巻く環境
の大きな変化である．また，本会活動の中心である

「研究会」活動も，インターネットの普及という環
境変化に伴い，「二重投稿問題」などに代表される
ように，機能不全が顕在化しつつあるように思われ
る．これらの課題を克服するため，本会全体の課題
を議論する「あり方ＴＦ」だけでなく，各ソサイエ
ティでも，ソサイエティ活動の「あり方」が盛んに
議論されている．何の因果か，筆者はこれらの議論
に初期の段階から携わることになったが，通信ソサ
イエティでこの議論を始めて既に 3 年目となる．
しかし，議論だけでは何も変わらないし，やってみ
なければ，どれが正しい道かも分からない．もちろ
ん十分な議論は必要であるが，小田原評定にはなら
ないようにしたいものである．細心の注意を払いつ
つも，立ちすくむのではなく，一歩を踏み出すこと
が必要と感じる．間違いが分かれば，見直せばよい
のである．歌詞の趣旨は全く違うが「I can change 
the world」と歌うエリッククラプトンが頭をよぎ
る．「Yes We Can」を信じて，少しでも良い通信
ソサイエティ，電子情報通信学会に変わっていけれ
ばと思う．

巻 末 言

Afterword
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小特集  今時のソーシャル 
ネットワーキングサービス

開発物語： 日本発の光コネクタ技術 （SC コネクタ） が 
世界標準に

留学生から学べ！：その 3 すばらしい日本での生活
街 plus 探訪：京阪奈地区
科学館・博物館めぐり：種子島宇宙センター宇宙科学技術館
 ……他，御期待下さい

自分研究した分野の技術が実用化されるのは，研究者冥利に
尽きることだと今回の小特集に携わって思いました．私もいつ
か自分が関わった仕事を息子たちに見せたいものです．	（Y.S.）

B-plus の編集委員として，初めて記事を担当させて頂きま
した．留学準備で御多忙のところ御執筆頂いた著者の方，
日頃から標準化会議などでお世話になっている2名の校閲
者の方に改めて深く御礼を申し上げます．	 （A.Y.）

今号から冊子体から電子版に移行します．通信ソサイエティ以
外の会員や非会員にも，気軽に読んで頂けるようになります．
更に，電子化によってどの記事がよく読まれているか，どのよ
うな業種の人が読んでいるのかなど，分析できるようになりま
す．どれだけ広がっていくのか楽しみです．	 （M.T.）

「私の技術者歴」を担当させて頂きました．「今日の非常識
を明日の常識に！」というのが研究者の理念だと思うので
すが，正にそれを体現されてきた方のお話です．是非御一
読下さい	 （Y.T.）

B-plus マガジンの編集委員に就任し，初めて記事を担当させて
頂きました．いろいろありましたが，おかげさまで無事掲載す
ることができました．執筆者・校閲者の方々，編集委員の方々，
学会事務局の方々に深く感謝致します．	 （Y.S.）

論文編集委員を担当した経験から，流れでマガジン編集委員に
なりましたが，編集現場の雰囲気が全く異なっており，慣れる
のに6年くらい掛かりました．実際，マガジン編集にはお祭り
騒ぎのような勢いが必要で，この盛り上がりで楽しい情報交換
の場を今後も作って頂ければと思います．	 （N.K.）

Facebook, 
Twitter
も御覧下さい．

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．



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．

33The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

ガメラレーダ
岡部寿男（正員：フェロー）

　写真は，青森県むつ市の釜臥山の山頂に設置され
ている，航空自衛隊大湊分屯基地の警戒管制レーダ
J/FPS-5 です．先代の J/FPS-2 に代わり，2011
年 7 月から運用されています．高さは 34 m あり，
標高867.6 mの山頂にそびえる姿は麓からでも大き
く見えます．六角柱形の建物の三つの側面に張り出
したレーダの覆いの亀甲模様から，「ガメラレーダ」
と呼ばれています．主警戒面（写真では右奥側）には
直径約 18 m の覆いの下に L・Sバンドのレーダが，
ほかの 2面には Lバンドのレーダが備わっています．
平面上に配置されたそれぞれに送受信機を備える数
多くのアンテナから放射される電波の位相を制御し

てビームの指向を変化させる，アクティブ式のフェー
ズドアレーレーダです．更に建物全体を回転させて
主警戒面の向きを変えることもできます．従来のレー
ダとの最大の相違は，航空機だけでなく弾道ミサイ
ルの探知にも対応している点です．J/FPS-5 は，大
湊分屯基地のほか，鹿児島県の下甑島分屯基地，新
潟県の佐渡分屯基地，沖縄県の与座岳分屯基地の 4
か所に配備されています．
〈参考文献〉
防衛省東北防衛局編集委員会，“特集：ガメラレーダって，
何？，”東北のかなめ，vol.16, pp.2–3, Sept. 2011.
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現代電子情報通信選書「知識の森」
本選書は、近年、電子情報通信でまとまった知識が必要とされている分野について、
周辺分野の専門技術者・研究者、学生などが、体系的な知識を得られるようにまとめたものです。

無線通信の基礎技術
村瀬 淳　監修
定価(本体3200円＋税) ／ A5判・224頁

1章　無線通信の発展
2章　無線伝搬路
3章　ディジタル無線方式の基礎
4章　ディジタル変調
5章　誤り訂正技術

 6章　ダイバーシチ技術
 7章　MIMO伝送
 8章　復調技術
 9章　無線回線の設計・基準
10章　送信機

11章　受信機
12章　送受信機の性能試験
13章　無線機構成の方向性
14章　多様な無線通信システム

目

　次

1章　明るさと色の感覚／2章　聴覚と音
声／3章　触覚と体性感覚／4章　味嗅覚
／5章　視覚系の空間周波数特性／6章　運
動視／7章　立体視／8章　知覚と記憶にお
ける特徴の統合／9章　3D物体の認知／10
章　形とイメージ／11章　絵画の知覚・認知
／12章　空間のイメージ／13章　身体のイ
メージ／14章　文字と単語の認知／15章　記
憶の分類／16章　記憶の符号化と検索

目
　次

序章　マイクロ波伝送・回路デバイスの概要／1章　伝送線路理論と伝送モード
／2章　平面導波路／3章　各種導波路／4章　受動回路素子／5章　能動回路

目
　次

目
　次

感覚・知覚・認知の基礎
乾 敏郎　監修
定価(本体3800円＋税)
A5判・282頁

マイクロ波伝送・回路デバイス
の基礎
橋本 修　監修
定価(本体3000円＋税)
A5判・200頁

1章　電子システムを取り巻く電磁環境／ 2章　電磁波ノイズ発生と伝搬の
基礎理論／3章　システムと回路の電磁環境設計／4章　放電と電磁ノイズ／5
章　電磁環境用材料の設計と評価手法／6章　電磁ノイズの計測と評価

目
　次

電子システムの電磁ノイズ
－評価と対策－

井上 浩　監修
定価(本体3400円＋税)
A5判・234頁

1章　病院情報システム／2章　医
事会計と病院経営／3章　医療業
務とオーダエントリー／4章　記
録情報の管理／5章　端末群とネ
ットワーク／6章　物流管理への
貢献／7章　医療安全への貢献／
8章　部門の情報管理／9章　診
療記録の活用／10章　診療画像
情報の活用／11章　遠隔医療／
12章　医療情報の共有と活用／
13章　医療情報の未来

目
　次

医療情報システム
黒田 知宏　監修
定価(本体3000円＋税)
A5判・222頁

第1部　撮像デバイス　1章　撮像デバイス
の歴史と基礎／2章　代表的な撮像デバイス
／3章　特徴ある撮像デバイス／4章　撮像
デバイスを支える技術／第2部　カメラ　1
章　カメラの基礎／2章　カメラの光学系
／3章　放送用・家庭用カメラ／4章　各種
カメラ／5章　カメラ機能／第3部　不可視
画像入力　1章　赤外線／2章　テラヘルツ
／3章生体認証̶デバイスと応用／4章　超
音波／5章　pH、イオン̶デバイスと応用 

目
　次

画像入力とカメラ
寺西 信一　監修
定価(本体5000円＋税)
A5判・404頁

1章　宇宙太陽発電／2章　宇宙
太陽発電のためのマイクロ波無
線電力伝送技術／3章　地上受電
システム／4章　マイクロ波無線
電力伝送の地上応用／5章　SPS
無線送電の影響 

目
　次

宇宙太陽発電
篠原 真毅　監修
定価(本体3800円＋税)
A5判・314頁

知識の森シリーズ

1章　ネットワークセキュリティの動向／2章　不正侵入手法／3章　マルウェア
／4章　侵入検知システム／5章　アクセス制御／6章　セキュリティプロトコル
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