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ⓒ電子情報通信学会2017

人の動きや感情を検知するセンシング技術や，屋外からの情報を集約する無線システム
技術など，情報通信技術の発展・普及に伴い，人間の動きや表情などの識別情報の医療ビッ
グデータ解析への応用や，高齢者や子供などの社会的弱者を守るための見守りシステムの
実用化が進んでおります．
また，日本社会は少子高齢化が急速に進展しており，内閣府による高齢社会白書によると，

2025 年には国内人口の 3割が高齢者（65 歳以上）となることが予測されております．高
齢者の一人暮らしや高齢夫婦のみの世帯が増加しており，遠隔地に居住する子供世代は親
に対する外出や屋内での日常行動への心配や，心身の健康への不安などを抱える機会が増
えております．
高齢者の介護は，多くの場合では在宅の家族により行われており，屋外での徘徊や転倒

などの事故を防ぐために高齢者の状態に常に気を配る必要があるなど，介護にストレスを
感じている人も増加しております．
更に認知症患者の増大や社会保障費用の大幅な増加といった社会的課題も顕在化してお

り，労働者や高齢者に対する心臓発作等の突然死や健康障害リスク低減に向けた心電波形
の日常モニタリングによる安全確保や健康寿命の延伸は喫緊の課題となっております．
見守られる側の方としても，見守る側がすぐ近くにいる，という安心感と，監視カメラ

で見られているのとは違うプライバシーの保護を両立させることができる，見守りシステ
ムが求められています．
本小特集では，これらの課題を鑑み，第一線で御活躍されておられる技術者の皆様に，

見守りシステムに関わる様々な技術を幅広く御紹介頂いております．特に，人理解画像セ
ンサ，生体情報モニタリング，電波によるセンシング技術，画像処理技術による行動認識
などのセンシング技術についての記事と，Wi-SUNを用いた徘徊高齢者捜索支援システム
や日常生活からの見守りシステムなどについての記事を御執筆頂きました．
現時点では“見守る”側である読者の皆様も，“見守られる”側に回るのは確実に時間の

問題です．高齢者や社会的弱者などが安心して生活ができるよう，情報通信技術を用い，“も
しも”の事態を検知できる，見守りシステムへの理解を深めるとともに，将来展望につい
て考える一端となれば幸いです．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  山田 曉
Akira Yamada

みんなをまもる見守りシステム

小特集編集チーム
山田 曉，後藤忠広，鈴木健治，登内敏夫，宮本伸一，吉村直子
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1. まえがき

皆さんは「ニコニコ動画」という
名前を聞いたことがあるだろうか．
テレビCMなどで，もしかすると聞
いたことがあるかもしれない．投稿
された動画 （注）上に，視聴者が入力
したコメントを字幕として表示する
ことで視聴者同士がコミュニケー
ションするインターネットのサービ
スだ（図 1）．今から約 10 年前，
2006 年 12 月に始まった．今では
niconico という様々なサービスの
集合体の中の一つとなっている．今
回は，この「ニコニコ動画」の仕組
みをひも解きたい．

2.  字幕（コメント）による 
コミュニケーション

ニコニコ動画の最大の特徴は，動
画を見ながら誰でも字幕を追加でき
ることだ．今見た場面についての感
想をその場で書き込むと，すぐにそ
れが字幕として動画上に表示され

る．このような字幕を，ニコニコ動
画では「コメント」と呼ぶ．このとき，
ほかの人たちが書き込んだコメント
も自分のコメントと一緒に表示され
る．これにより，ほかの人たちと感
想を共有でき，あたかも一緒に見て
いるかのように感じられる．動画を
パソコンやスマートフォンの前で一
人で見ていても，周りで一緒に見て
いる人たちの声が聞こえる，にぎわ
いを感じられる点が従来のディジタ
ルサービスとは大きく異なる点であ
り，多くの視聴者に受け入れられた．
ニコニコ動画の動画配信では，ビ
デオオンデマンドと呼ばれる仕組み
を用いている．これにより，動画作
品をいつでも，何度でも，最初ある
いは好きなところから再生できる．
この形式の配信だと，ある瞬間に
同じ作品を見ている人がたくさんい
ても，それぞれの人が再生している
動画内時間は各自ばらばらだ．この
ような状態で，それぞれの人が「今
見ている」時間に書いたコメントを
同じ作品を見ている全ての人に送信

してしまうと，そのコメン
トはそれぞれの人が見てい
る異なる動画内時間に表示
されてしまう．これでは，
コメントが全く意味の分か
らないものになってしまう．
ニコニコ動画では，コメン

トが書き込まれたときの「動
画内時間」をコメントに対応
付け，再生している作品の
「動画内時間」が同じ位置に
来たときに初めてコメントが
表示されるようにしている．
こうすることで，時間をそろ
え，今まで見た人たちがあた

かも今一緒に見ながらコメントをし
ているかのように見せているのだ．

3.  動画に字幕（コメント）を
重ねる工夫

ニコニコ動画のコメントの特徴は，
大きく二つある．
 ・ コメントが動画に直接重ねられ
て，流れること
 ・ コメント同士がギリギリまで重
ならないように配置されている
こと
たくさんのコメントが，動画の上
を様々な速度で右から左に滝のよう
に流れていく．これがニコニコ動画
のコメントの視覚的な特徴だ．この
光景は非常にインパクトがあるよう
で，あちこちの作品で動画を扱う場
面で引用されるようになった．
でも，なぜ動画に直接コメントを
重ねたのだろうか．動画を小さく表
示して，コメントをその脇や下に流す
方法もあるだろう．しかしニコニコ
動画では，「コメントが目に飛び込ん
でくる」効果を出すためにあえて直
接コメントを動画に重ねているのだ．
また，動画の外側にコメントが表
示されると，動画に集中している視聴
者はコメントを読むことができない．
コメントを読もうと目をそちらにや
ると，今度は動画が目に入ってこな
い．動画を見ながら，同時にコメント
を読めるようにするためには，視点
を動かさずに読めるようにする必要
があった．これも動画にコメントを
重ねた理由の一つだ．
そして，コメントが右から左に流
れることで，視点を動かさずともコ
メントの先頭から末尾までを順に読

（注） 本会では学術用語集電気工学編に基
づき「動画像」を使用しているが，本記事
では著者の希望により「動画」で掲載した．

図1 ニコニコ動画
（http://www.nicovideo.jp/watch/sm1433582）

ⓒ電子情報通信学会2017通信ソサイエティマガジン No.41  夏号 2017

ニコニコ動画の仕組み
（株） ドワンゴ 戀塚昭彦　Akihiko Koizuka 
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情報を基に，動画再生中の動画内時
間が表示タイミングに当たるコメン
トを抽出して，それを画面に載せて
いくのだ．
ところで，皆さんはインターネッ

ト掲示板というものを御存じだろう
か．アクセスした人たちが好きな
テーマの「スレッド」を作成し，同じ
テーマについてそれらにコメントを
書き連ねていくものだ．「2ちゃんね
る」などが有名だろう．実は，ニコ
ニコ動画も「インターネット掲示板」
の一種なのだ．ニコニコ動画全体が
掲示板システムであり，掲示板の「あ
るテーマのスレッド」に当たるもの
が「動画のスレッド」になっている．
掲示板の「レスポンス」に当たる投
稿が「動画のコメント」であり，ただ
その表示方法が違うだけなのだ．

6. むすび

今回はニコニコ動画の仕組みとし
て，動画のコメントの仕組みを解説
した．「単に字幕が流れているだけ」
と言われるようなサービスだが，そ
のように単純に見えるものであって
も，実は様々な工夫が込められてい
る．逆に言えば，簡単なものであっ
ても工夫のしどころはたくさんある
し，もの作りの醍醐味はそこにある
のだ．ニコニコ動画のサービス上で
も，投稿された動画やコメントに
様々な創意工夫が見られる．作った
人はどのような工夫を込めたのかを
考えながら見ると，また違った楽し
み方ができるのではないだろうか．

計算するようにした．異なる
速度のコメント同士であって
もその移動中にぶつかること
がないように，それぞれのコ
メントについて，登場から退
場までの間をどのように画面
上で占めるかを計算して，ぶ
つかる場合は上下に表示位置をずら
し，ぶつからないように配置してい
る（図2）．これが「ギリギリまで重
ならない配置」の工夫だ．
ただし，画面をびっしりコメント

で埋め尽くしても，それ以上にコメ
ントがたくさん付くことがある．こ
のようにコメントが多過ぎるときに
は，もはや重なっていなくてもまと
もに読むことはできない．そこで，
人の声が多過ぎるときにガヤガヤと
雑音になって何を言っているかが聞
き取れないのと同じように，コメン
トをメチャクチャに重ねて，あえて
雑然とした見せ方に切り替わるよう
にした．この状態の，コメントが画
面を覆い尽くすさまを「弾幕」と呼
んでいる（図3）．

5. コメントの通信の仕組み

では，このコメントがどうやって
通信しているのかを見てみよう．
コメントは動画ごとに別々の「ス

レッド」と呼ぶ場所に投稿される．
動画を再生するときは，動画に対応
するスレッドを受信して，それを表
示する．
スレッドにはコメントが，動画の
時間順ではなく，投稿された順に並
ぶ．つまり，新しいコメントが投稿
されると，スレッドの末尾に追加さ
れる．
スレッドにはコメントの本文のほ
かに，投稿日時と動画内時間位置が
一緒に書き込まれている（図4）．
動画を再生するときは，これらの

むことができるのだ．
しかし，コメントを動画に重ねる
と聞くと，誰もがこう思うだろう．
「コメントに隠れて動画が見えなく
なってしまうじゃないか」．筆者ら
も最初はそう危惧した．しかし，人
の認識能力はすごいのだ．手前と奥
で動きが違うものがあると，人はそ
れらを区別して，頭の中で別々に認
識するのだ．このため，実際にやっ
てみると余りコメントを邪魔には感
じない．まるで周りの人たちが声で
しゃべっているかのように，目を通
していろいろな言葉が飛び込んでく
ることが分かったのだ．

4.  コメントの読みやすさの
工夫（弾幕）

コメントを書くのは，次に見に来
た誰かに読んでもらうためだ．そこ
で，システムとしては，なるべくコ
メントを読みやすくするような工夫
をしている．
コメントの文字は少し大きめにし
て，余り意識しなくても十分読める
ようにした．
コメントが流れるタイミングは，
書いた動画内時間より少し早く動画
上に現れるようにしている．コメン
トは動画のシーンを見た後に書くた
め，それを補正するためだ．これに
より，目的のシーンの瞬間にはそれ
に対するコメントの冒頭が既に見え
た状態になっていて，読み始めるこ
とができる．
コメントが流れる速度は，コメン

トが画面右端に現れ始めてから，左
端に抜け切るまでを 4秒と設計し
た．この時間は感覚的なものだ．時
間を固定したため，コメントの長さ
が短いと遅く，長いと速く流れるこ
とになる．これによって動画内のあ
る時間に対するコメントが一定時間
以内で必ず消え去る効果が得られる
のと同時に，長さの異なるコメント
同士はそれぞれ違う速さで流れるた
め，別のコメントであるということ
が分かりやすくなった．
コメントの配置にも工夫がある．
コメント同士が重なってしまうと，
当然読めなくなってしまう．最大限
読みやすくするため，コメント同士
がぶつからないように上下の位置を

図3 弾幕
（http://www.nicovideo.jp/watch/sm2555194）

図2 �平行四辺形領域による画
面中のコメント重なり判定

図4 サーバ上のスレッドの記録内容（イメージ）

子どもに教えたい通信のしくみ ニコニコ動画の仕組み



掲載記事の誤りについて 

宮崎 徹(NECソリューションイノベータ(株)) 

 

通信ソサイエティマガジン 2017 年夏号(41 号)における掲載記事「外出・帰宅センサを活用した高齢者生活支援サービ

ス」(pp.6-11)において，国立研究開発法人 情報通信研究機構への確認手続きに不手際があり，誤った内容の記事となっ

ておりました．情報通信研究機構の関係者各位，電子情報通信学会 通信ソサイエティの関係者各位，並びに読者の皆様に

御迷惑をお掛けしましたこと，謹んでお詫び申し上げるとともに，下記のとおり訂正致します． 

 

[訂正内容] 

・p.6 著者 

訂正前 宮崎 徹(NECソリューションイノベータ(株)) 

訂正後 宮崎 徹(NECソリューションイノベータ(株))，荘司 洋三(国立研究開発法人 情報通信研究機構) 

 

・p.6 右段上から 2行目 

訂正前 NECソリューションイノベータでは ICT(Information and Communication Technology)による 

訂正後 筆者らは ICT(Information and Communication Technology)による 

 

・p.11 謝辞 

訂正後 謝辞を追記 
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  1  はじめに
近年，高齢化社会の進展に伴い，医療・介護や年金な

どの社会保障に係る公的な費用が大幅に増加している．
2014年度の社会保障給付費は前年度比1.3％増の112.1
兆円となり，過去最高を更新している （1）．社会保障給付
費を部門別に見ると，「福祉その他」のうち介護対策に関
わる費用が前年度比 4.6％増の 9.2 兆円となっており，
2000年度の3.3兆円から約3倍に増加している．
持続可能な社会保障制度の実現のためには，健康寿命

（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活で
きる期間）の延伸による，医療費・介護費の節減が必要
である．厚生労働省により行われている健康日本 21
（第二次）の目標である「平均寿命の増加分を上回る健
康寿命の増加」が達成されることで，2011〜2020 年
の累計で 2.5 兆円から 5.3 兆円の医療費・介護費が節

減できると推定されている （2）．
筆者らは ICT（Information and Communication 

Technology）による高齢者の健康寿命延伸を目指し，
IoT（Internet of Things）技術を活用したライフマネー
ジメントサービスの研究開発を進めている（図 1）．ラ
イフマネージメントサービスは，CPS（Cyber-Physical 
System）として構成され，センサから得られる実世界
の情報を仮想空間で蓄積し，分析した結果を様々な企業
や自治体で共有することで，高齢者の在宅生活全般にわ
たり支援するためのサービス提供を可能とする．
本稿では，センサにより計測する扉の開閉や家電機器

のオンオフ情報を分析し生活行動リズムを学習する見守
り支援サービスと，外出・帰宅センサから得られる在宅
状況やカメラから得られる画像の分析結果を捜索支援な
どに活用する外出状況確認サービスとを併せ持つ高齢者
生活支援サービスの研究開発事例を紹介する．

図1　ライフマネージメントサービス概念

外出・帰宅センサを活用した
高齢者生活支援サービス

宮崎　徹 Tohru Miyazaki NECソリューションイノベータ株式会社
荘司洋三 Yozo Shoji                 国立研究開発法人情報通信研究機構

ⓒ電子情報通信学会2017
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  2  生活行動リズムによる見守り
2.1　eみまもり
NECでは，2011 年 9月に独居高齢者の生活行動リ

ズムに着目した高齢者見守り支援クラウドサービス「e
みまもり」の販売を開始した （3）．
図 2に eみまもりの概要を示す．eみまもりは，見守

られる方（独居高齢者）の自宅にて日常的に使う扉や家
電機器の操作の情報から，生活行動の異変を検知し，見
守る方（家族など）にメールにて通知を行うサービスで
ある．小形・小電力の無線センサを活用することで，宅
内配線を行う必要がなく，扉や家電機器に設置するだけ
で見守ることができ，見守られる方は監視されているよ
うな精神的な負担を感じることなく普段の生活を過ごせ
る，「ゆるやかな見守り」を実現している．
eみまもりの動作概要は次のとおりである．まず，見

守られる方の宅内の扉に取り付けた開閉センサにより扉
の開閉回数を計測する．開閉センサは加速度センサを内
蔵しており，計測した加速度波形と，扉の開閉動作時の
加速度波形の特徴とを比較して開閉動作か否かを判断し
ている．
同時に，宅内の家電機器に設置された電力センサによ

り，家電機器のオンオフ回数を計測する．電力センサ下
部にあるプラグ差込口に家電機器の電源プラグを刺し，
電源センサ背面にあるプラグを宅内のコンセントに刺す
ことで，家電機器の消費電力を計測し，消費電力がしき
い値を超えた場合はオン，しきい値を下回った場合はオ
フとして回数を計測する．
開閉センサと電力センサで計測したデータは，無線通

信により宅内の受信機に送信され，インターネット回線
を通じて見守りサーバに集められる．サーバでは，1日
の時間帯ごとの開閉回数及び家電機器のオンオフ回数を
生活行動リズムとして学習する．学習済みの生活行動リ
ズムと現在の行動が違う（扉の開閉，家電機器の使用回
数の多寡），機器が連続して使用されている，扉が開けっ
放しになっている，などの事前に設定したルールに条件
が一致すると，サーバは見守る方にメールを送信する．
また，見守る方は平常時においても携帯端末でサーバの
Webページを表示し，見守られる方の生活行動の異変の
有無や家電機器の使用状況を確認することができる．

2.2　ライフラインデータの活用
e みまもりでは，宅内に設置するセンサにて独居高齢

者の見守りを実現した．一方で，より高齢者の負担を軽
減するためには，センサを宅内に設置しなくても見守り
サービスを実現できることが望ましい．そこで筆者ら
は，eみまもりの技術を応用し，水道やガスなどのメー

タ設備にセンサを取り付けてライフラインの使用状況を
取得することで，宅内の生活行動の推定に活用する研究
を進めている．
図 3にメータに取り付ける無線隔測器を示す．無線

隔測器は，パルス出力式のメータに計測ラインをつな
ぎ，一定流量ごとに出力されるパルスをカウントするこ
とでライフラインの使用状況を取得する．取得したデー
タは宅内の受信機を介してクラウド上のサーバに送信す

図2　eみまもり概要

（a）水道メータ用無線隔測器

（b）ガスメータ用無線隔測器

図3　無線隔測器
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る．これら収集したデータをサーバで分析し，宅内の生
活行動を推定する．
図4に実際に独居高齢者宅に無線隔測器を設置し取得

した水道使用状況の例を示す．図4では水道使用があっ
た日の時刻に点をプロットしているが，グラフを見ると，
夜間の1〜4時頃は水道が使われておらず休息を取って
いる時間帯であること，また15〜18時頃に水道を多く
使用していることが分かる．このように，メータ設備か
ら得られるデータから，特定の時間帯のライフライン使
用パターンを捉えることができる．
また，ライフラインデータから，例えば，3分程度の

間に一般的なトイレの貯水タンク容量である 10〜16 L
程度の水道使用があった場合にはトイレに行った可能
性が高い，ガスの使用と同時に 100〜200 L 程度の水道
使用があった場合には風呂を沸かしている可能性があ
る，というように日常の生活行動を推定することがで
きる．このように，分析・推定した日常的なパターン
や，日常の生活行動を生活行動リズムとして学習し，
その変化を検出することで高齢者の見守りに活用する
ことができる．

  3   外出・帰宅の検知による 高齢者生活支援
高齢者の健康寿命延伸には認知症予防が重要であり，

定期的な運動が予防に効果的であると多数報告されてい
る．例えば，65歳以上の男女 4,615 人の 5年間の追跡
調査により，散歩やウォーキングなどの定期的な運動が
認知症予防に有効であることが報告されている （4）．ま
た，60代以上の高齢者 1,740 人の平均 6年間の追跡調
査により，週 3回以上の運動で認知症発症リスクが 3
割減少したとの報告がある （5）．
一方，認知症患者が運動のために外出すると，外出先

での事故や迷子の可能性がある．2015年の認知症患者

数は推定517万人となっており （6），認知症またはその疑
いが原因の行方不明者数は2015年には1万 2,208人と
なっている （7）．外出時の対策として，家族が高齢者に
GPS 端末を持たせたり （8）， （9），BLE（Bluetooth Low 
Energy）を使用したビーコン端末を持たせる （10）ことで，
高齢者の外出先の位置を把握する製品やサービスが研究
開発されている．しかし，このような端末を持たせるシ
ステムの場合，①高齢者が端末を持ち忘れる場合がある，
②電池が長持ちせず頻繁に電池交換をする必要がある，
③通信範囲に限界があり，サービス範囲に受信機を複数
設置する必要がある，といった問題があった．
そこで筆者らは，家の中と外とをつなぐ場所にある扉

に着目し，扉にセンサを設置することで高齢者の外出を
検知し，家族や地域住民に通知するサービスの研究開発
を行っている．本章では，外出検知を用いた高齢者生活
支援サービス，eみまもりのセンサ技術を活用した外
出・帰宅センサ，外出・帰宅センサとカメラ画像を活用
した試作システム，についてそれぞれ紹介する．

3.1　外出検知を用いた高齢者生活支援サービス
図 5に外出検知を用いた高齢者生活支援サービスの

イメージを示す．筆者らの目指す高齢者生活支援サービ
スでは，独居高齢者が宅内にいるか外出しているかを判
別するために，外出と帰宅を検知するセンサを扉に取り
付ける．
独居高齢者が宅内にいる場合には，見守り支援サービ

スとして，宅内に設置した人感センサから得られる各部
屋の在室状況，家電機器の使用状況，ライフラインデー
タから得られる水道使用量やガス使用量から推定される
宅内の生活行動を基に，日常の生活パターンを生活行動
リズムとして学習し，学習済みの生活行動リズムと現在
の行動が違う場合に家族に通知を行う．また，生活行動
の見える化により，独居高齢者本人や家族に対して，健
康状態の変化や運動量の変化に気付くきっかけを与え，

図4　水道使用状況の例
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健康寿命延伸のための積極的な支援を促す．
独居高齢者の外出を検知した場合には，外出状況確認

サービスとして，外出した旨を地域住民に通知し，地域
住民同士の声掛けのきっかけを作ることで，地域住民に
よる互助の取組みに活用する．更に，外出時の服装を宅
内に設置したカメラにて撮影しておき，不測の事態が生
じた場合にその画像を使って捜索を行うことで独居高齢
者の早期発見につなげる．
このように，家の中と外とをつなぐ扉をセンシングす

ることで，宅内から宅外，宅外から宅内への移動を捉え
ることができるようになり，宅内では主に家族が，宅外
では主に地域住民が見守りを行うことで，自宅と地域で
のシームレスな高齢者生活支援のためのサービスを実現
できる．

3.2　外出・帰宅センサによる外出検知と未帰宅の判断
外出検知を行うために，加速度センサと人感センサを

使った外出・帰宅センサを試作した（図 6）．
外出・帰宅センサは，内部に温度・加速度・人感セン

サを搭載しており，ボタン型リチウム電池で動作する．
扉の内側に磁石で貼り付けて設置し，人感センサにより
扉の前に人がいることを検知し，加速度センサにより扉
の開閉動作が行われたことを検知する．検知結果は内蔵
されているWi-SUN（Wireless Smart Utility Network）
モジュールにより宅内に設置するルータ経由でクラウド
サーバに送信され，サーバで外出したかどうか，帰宅し
たかどうか，またはそれ以外かを判断する．
Wi-SUNによる無線通信を電池駆動で行うため，設

置時の宅内配線が不要となり，誰でも簡単に設置できる
だけでなく，宅内配線につまずいて転倒するリスクを減
らすことができる．また，Wi-SUNは無線周波数帯と
してサブギガヘルツ帯と呼ばれている 920MHz帯を使
用しているため，Wi-Fi との電波干渉や電子レンジなど
の影響を受けにくく，更に障害物があっても回り込んで

電波が届くため，設置場所を制限することなく確実に
データを収集することができる．
図 7に外出・帰宅センサを使用した外出判断の例を

示す．通常，外出をするときは，（a）扉の前に立ち，
（b）扉を開け，（c）扉を通り屋外に出て，（d）扉を閉
める，という動きをする．このとき，扉の内側に設置し
た外出・帰宅センサでは，（a）人感を検出し，（b）開
く動作を検出し，（c）人感を検出し，（d）閉じる動作
を検出し，以降の人感は検出しなくなる．このように，
人感と開閉の検出タイミングから，外出したかどうかを
判断することができる．
帰宅時の場合には，外出時と検出するタイミングが逆

になり，人感を検出していない状態で，扉を開く動作を
検出し，扉を通ることにより人感を検出し，扉を閉じる
動作を検出し，以降は扉の内側に人がいるため人感を検
出することになる．

図5　高齢者生活支援サービスイメージ

（a）扉の前に立つ
　　（人感検出） 

（b）扉を開ける
　　（開閉検出）

（c）外に出る
　　（人感検出） 

（d）扉を閉める
　　（開閉検出）

図7　外出・帰宅センサによる外出判断例

図6　外出・帰宅センサ
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3.3　外出・帰宅センサと個人情報低減化画像の活用
外出・帰宅センサを取り付けることで，独居高齢者が

外出したタイミングを捉えることができるようになる．
これを活用し，独居高齢者の外出時の服装をカメラで撮
影し，家族に通知する外出検知・画像活用システムを試
作開発した（図 8）．
外出検知・画像活用システムでは，独居高齢者宅の玄

関内に設置したカメラにより，独居高齢者の外出時の画
像を撮影しておく．同様に独居高齢者宅の玄関扉内側に
設置した外出・帰宅センサにより人感と開閉の検知結果
をサーバに送信し，サーバにて外出したか帰宅したかを
判定する．外出後，一定の時間が経過しても帰宅と判定
されなかった場合は，外出先で不測の事態が発生した恐
れがあることから，サーバはカメラ内に保存されている
外出時刻の画像を取得し，家族にメールにて通知する．
家族はメール通知を受けて，独居高齢者本人に連絡をす
るなどの安否の確認や，必要に応じて地域住民に捜索協
力を依頼したり，自治体等が運営する SOSネットワー
クなどの認知症高齢者の捜索情報を発信するシステムに
画像を提供して捜索を依頼したりすることができる．
撮影した画像を捜索活動に提供する場合，個人情報の

取扱いが問題となる．不測の事態が発生している可能性
があるため，早急に画像を活用した捜索が必要だが，地
域住民やボランティアなどの捜索協力者が善意から
SNS（Social Networking Service）に画像を投稿し捜
索を呼び掛けることで個人情報が拡散したり，悪意のあ
る人物が捜索協力者になりすまして画像等の情報を犯罪

行為に悪用したりする可能性は否定できない．
このため，本システムではカメラ内にて個人情報低減

化（PDR：Personal Data Reduction）の処理を行い，
捜索協力者には個人情報をできる限り低減化した画像の
みを提供する．カメラ側で PDR 処理をすることで，
サーバへ個人情報を含んだ画像を提供する必要がなくな
り，個人情報の流出を防ぐことができる．更には，画像
処理の負荷分散によってサーバの負荷増大を防ぐ効果が
期待できる．
図9にカメラ画像からのPDR画像生成の手順を示す．

まず，カメラにて撮影した画像（図 9（a））に対して顔
検出処理を行い，人物が写っているかどうか判定を行う
（図 9（b））．人物が写っている場合には，その顔領域に
対して塗りつぶし処理を行うことで個人情報を低減化し
たPDR画像を生成する（図 9（c））．更に，捜索を行う
際には上着から靴までの全身の服装情報があることが望
ましいため，画像に全身が写っているかどうかを点数と
して算出する（図 9（d））．点数化の方法としては，顔
検出によって得られた顔領域のピクセル数と，事前に与
えている独居高齢者の頭の大きさ，及び身長から，全身
のピクセル数を算出し，全身のうち画像に収まっている
割合に応じて点数を設定する．独居高齢者が外出して一
定時間経過しても帰宅しなかった場合には，サーバがカ
メラ内に保存されている外出時刻の画像を取得するが，
この際に外出時刻付近の PDR画像のうち点数の高い画
像を選択することで，より高齢者の捜索に適した，全身
像が写っている画像を取得することができる．
本システムでは，カメラは Raspberry Pi とWeb カ

メラで構成され，PDR処理は Raspberry Pi にて行う．
また，来客がない場合は玄関の照明をつけないことも多
いと考えられることから，Webカメラには赤外線 LED

（a）元画像 （b）顔検出

（c）顔領域の塗りつぶし （d）全身画像の撮影度合いを
点数化

図9　個人情報低減化処理図8　外出検知・画像活用システム概要
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を搭載し暗所で撮影可能なものを使用した．また，本シ
ステムでの対象は独居高齢者であり，宅内に複数の人物
はいないこと，外出する際に扉の前を通過する時間は数
秒〜数十秒であるため，処理時間の遅延は避けるべきと
考え，PDR処理を行う際は誰が外出したかを判別する
顔認識処理は行わず，不特定の人物が外出したことを顔
検出処理により検出している．

  4  おわりに
本稿では，高齢者見守り支援クラウドサービス「eみ

まもり」と，外出・帰宅の検知による外出状況確認サー
ビスを併せ持つ高齢者生活支援サービスの研究について
紹介した．引き続き，実証実験を通じて，試作した外出
検知・画像活用システムの有効性を検証し，高齢者の
方々が生き生きと自立した生活を過ごせる社会の実現に
向けて取り組んでいく．

　謝辞　ライフラインデータの活用における無線隔測器
並びに宅内計測実験は，国立研究開発法人情報通信研究
機構から受託したプロジェクト「ソーシャル・ビッグ
データ利活用・基盤技術の研究開発」の一環として実施
したものである．
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�	1	 	�社会の多種多様なニーズに�貢献するために
企業主導で高性能な商品を作れば売れる，誰もが同じ

「モノ」を求めた時代は終わった．ユーザニーズは多種
多様化し，今求められているのは，一人一人に適切に合
わせてくれる機器や，介護・見守りや省エネなど様々な
社会課題を解決するソリューション・サービスである．
その実現の鍵となるのが“人”のセンシングで，要と

なる技術は人の“眼”に相当する画像センシング技術だ
と考えている．しかし，いくら技術が優れていても具体
的な社会課題を見つけ，事業化していくのは困難であ
る．そこで，ユーザや市場のアイデアを柔軟に取り入
れ，実現方法も自然増殖させるためにオープンイノベー
ションを積極的に取り入れることにした．
オープンイノベーションは多種多様な人が関わるこ

とで斬新な発想が生まれる．そのため，ソフトウェアや
ハードウェアの高度な知識がなくても誰でも使いやすい
画像センサを目指した．
そうして，ユーザ・パートナーとWIN-WIN のモデ

ルを構築し，社会の多種多様なニーズに貢献できるとい
う仮説の下，人理解画像センサ「HVC（Human Vision 
Components）シリーズ」を開発・進化させてきた．

�	2	 		ベースとなる画像センシング技術「OKAO�Vision」
筆者らは，「人」が「機械」に合わせるのではなく，

「機械」が「人」に合わせる「人と機械のベストマッチ
ング」を目指した画像センシング技術「OKAO ®＊ 1 
Vision」を開発・商品化した．これまでに様々な環境下
で高精度なセンシングが求められるディジタルカメラ，
携帯電話市場を中心に，「OKAO Vision」をソフトウェ
アとして全世界で 5億ライセンス以上提供してきた．
「OKAO Vision」は，独自の技術である 3Dモデル
フィッティング技術と統計別識別手法により，コンパク
トなアルゴリズムを実現している （1）．3Dモデルフィッ
ティング技術とは，数万人の顔画像を基に作成した三次
元顔形状モデルを，二次元の顔画像に高速に適合させる
技術である．これにより，顔の形状を高速に測定し，目
や口の形状をリアルタイムに捉えることができる （2）．
更に，目や口の周辺については，顔のしわなどの特徴

的な変化を詳細に捉えている．これらの変化を最新の統
計的識別手法により総合的に解析することで，小形・高
速でありながら正確な顔器官検出や顔認証，表情推定を
実現している （2）， （3）（図 1）．

＊1	 OKAOはオムロン株式会社の登録商標

図1　3Dモデルフィッティング技術フロー

人理解画像センサによる
オープンイノベーションの取組み
と見守りシステムの事例紹介

羽山幸介 Kosuke�Hayama オムロン株式会社

ⓒ電子情報通信学会2017
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�	3	 	�人理解画像センサ�「HVCシリーズ」のコンセプト
この「OKAO Vision」のコンパクトなアルゴリズム

をマイコンに組み込み，カメラモジュールと一体化した
ものが人理解画像センサ「HVCシリーズ」である．ホ
スト装置側から送られる制御用のコマンドを受信し，撮
像〜画像処理〜実行結果出力までをHVCシリーズ上で
完結させることができる．HVCシリーズの主な機能を
図 2と表 1に示す．

HVCシリーズのポイントは，コンパクトに使える技
術を追求していることである．従来の顔認識・年齢推定
は，サーバ上で動くソフトウェア，ハイスペックな大形
コンピュータで解析しているものがほとんどである．そ
のためサーバと通信するネットワーク環境が脆弱だと処
理が完了するまで時間が掛かる．
また，エアコンや照明機器，自動販売機などの組込み

機器に顔認識等の高度なアルゴリズムを実装する際に
は，ソフトウェア及びハードウェアの知識が必要とな
る．さらに，組込み機器側のCPU性能やメモリ容量が
十分でないと，機器自体のパフォーマンスを悪化させる
場合もある．
HVCシリーズは顔認識・顔認証などの処理を全て内

部で行い，表 1に示すセンシングデータのみを出力す
るため，サーバ側での負荷を軽減できるだけでなく，組
込み機器との接続も容易となる．
これにより，「モノ」同士がインターネットを介して

情報をやり取りする“Internet of Things”（以下，IoT
と略す）の世界の中で“眼”となって，人に寄り添う新
たなセンサネットワーク環境の構築に貢献する．これ
は，オムロンが目指す「人と機械のベストマッチング」
の実現を加速する取組みの一環である．

�	4	 	�そしてオープンイノベーションに船出する
筆者らは，「取り付けるだけで人の状態を認識でき，

誰でも使える」ことを人理解画像センサの商品コンセプ
トにしている．
人理解画像センサ「HVCシリーズ」は 2014 年の春

に法人向けに第一弾「HVC-P」をリリース．同年末に
Bluetooth Low Energy でセンシングデータを通信可能
なモデル「HVC-C1B （4）」 をリリースし，同時に
「SENSING EGG PROJECT （5）」を立ち上げ，オープン
イノベーションに大きくかじを切った（図 3）．
オープンイノベーションは多種多様な人が関わるこ

とで斬新な発想が生まれる．誰でも使える人理解画像セ
ンサは，専門知識のない一般ユーザでもアプリ開発がし

図2　HVCシリーズの機能イメージ図

図3　HVC-P（左）とHVC-C1B（右）

表1　HVCシリーズの画像センシング機能

機　能 出　力

人体検出
顔検出
手検出

・	検出個数（最大35個）
・	検出位置（中心座標）
・	検出サイズ　・信頼度

顔向き推定
・	左右角度　・上下角度
・	傾き角度（回転）
・	信頼度

視線推定 ・	左右角度　・上下角度

目つむり
推定

・	左右それぞれの目つむり度合いを出力
（1～1,000，1刻み）値が大きいほど，
目が閉じている

年齢推定
・	0～74歳（1歳刻み），75歳以上　
・	推定結果の確からしさ（1～1,000，	
1刻み）値が大きいほど，確からしい

性別推定
・	男／女　
・	推定結果の確からしさ（1～1,000，	
1刻み）値が大きいほど，確からしい

表情推定

・	表情判定結果及びスコア（「真顔」「喜
び」「驚き」「怒り」「悲しみ」の五つの
表情）
・	ポジティブ／ネガティブ度合（「喜び」
の度合いが高いほど＋	100に近く，「驚
き」「怒り」「悲しみ」の度合いが高けれ
ば－		100に近い値）

顔認証

・	登録者のうち，該当者の IDまたは該当
者なしのいずれかを出力　
・	マッチング度合い（1～1,000，1刻み）
最も度合いが高かった人の結果を出力，
1,000に近いほど本人に近い
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やすくなり，多くの人のアイデアを実現することができ
る．そうすることで社会の多種多様なニーズに貢献でき
ると考えている． 
「SENSING EGG PROJECT」のメインはWeb 上で
の発信で，HVCシリーズを活用するためのアプリケー
ションソフト開発キット（SDK）を含めて無償で公開
している．また，アイデアソンやハッカソン（「アイデ
ア」「ハック」と「マラソン」を組み合わせた造語で，
プログラマやデザイナーなどが技術とアイデアを競い合
う開発イベント）など，リアルにユーザと触れ合う機会
を積極的に活用，これまで生まれてきたアプリはプロト
タイプも含めると 100種類近くになる．
アプリの例を挙げると，表情推定をトリガにして照明

やドライヤなどの電子機器を制御するエンターテイメン
ト性の高いもの，目つむり推定を利用した居眠り検知，
笑顔トレーニング，赤ちゃんの「寝ている，起きた，動
き出した」を検知する見守り，徘徊検知，発話が困難な
人のための視線入力デバイスなど多種多様である．自社
だけでは思いつかないユーザ視点の切り口のものが多
く，その後の商品開発にも大いに参考になった．

�	5	 	見守りのニーズに対応するために
この「SENSING EGG PROJECT」の結果，一般家

庭では“見守り”に対するニーズが大変高いと分かっ
た．そこで，2015 年 9月，一般ユーザに向けた「家族
目線（HVC-C2W）」を発売した．同時に，赤ちゃんを
家族の目のように見守れるアプリを，フリーでダウン
ロードできるようにした（図 4）．寝ていた赤ちゃんが
起きてぐずりだしたら音声認識，動体認識，表情認識を
組み合わせて自動で検知し，表情認識で笑顔の瞬間を逃

さず撮影，スマホに通知する機能などがある．赤ちゃん
見守りのニーズがあるならペットも，ということで同様
のペット用アプリや，家族皆を見守る「お留守番」とい
うアプリもリリースした．例えば，まだ小学生でスマホ
は持たせられないが，その子が帰ってきたときにセンサ
が検知して親のスマホに知らせる．また，帰宅時に録音
しておいた親の声で「おかえり」と言ってくれるなどの
家族の見守り機能を持たせた．
一般家庭に限らず，介護や福祉の分野では常時見守り

が大変なため，人理解画像センサで解決できることが多
いのではないかと考え，高齢者の見守りアプリもリリー
スした．
警察庁の発表によると，2015 年に認知症が原因で行

方不明になった人は 1万 2,208 人に上り，前年から
13.2％増え，2012 年の統計開始以来，3年連続で最多
を更新している （6）．
福岡県久留米市に本社を置くY・S・Yエンタープラ

イズはこういった課題に着目し，認知症の徘徊者早期発
見補助システム「HITOMI」（ヒトミ）を開発した．
HITOMI では，対象者が外出しようとした瞬間を感知
し，徘徊を検知する．検知したら，スピーカから音声で
呼び止め，動画像でも録画する．事前登録した家族や協
力者にも，個人情報に配慮を行った上で，メールが送信
され，外出時の記録映像を即時確認できる仕組みであ
る．登録した人を検知する画像センサとして，HVC-
C2Wが内蔵されている．

�	6	 	更に使いやすい形を求めて
2016 年 8月には認識速度を従来機に比べて最大 10

倍に向上した「HVC-P2」をリリースした（図 5）．

図4　家族目線（HVC-C2W）と見守りアプリ
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HVC-P2 は特に法人向けの顧客からの要望に応えるた
め，認識速度だけでなく，カメラ部を長距離検出タイプ
と，広角検出タイプの 2ラインナップを提供．カメラ
部とメイン基板部をフレキシブルフラットケーブル
（FPC）で接続する構造で各種の機器や設備に組み込み
やすい形状とした（表 2，3）．
認識速度が向上したことで，1秒間に 4回の人体検出

が可能（長距離検出タイプのカメラ部と人体との距離が
7.4 mの場合）となり，検出範囲内に入った人の追跡も

可能となる．
広角検出タイプは，50 cmの近距離でも 100 cm×

75 cmの広いエリア（人の顔の約 20倍）をカバーでき
る．利用者が自然に振る舞う中で性別や年齢を捉えるこ
とができ，自動販売機やセルフレジなどに組み込むこと
でデータを用いた最適な商品供給や新商品の開発，マー
ケティング活動を可能にする．
長距離検出タイプは，最大 3 mの距離から，性別や

年齢といった属性に加え視線や表情などの推定が可能な
ため，駅などに設置されたディジタルサイネージの前を
通る人が，どれだけ広告に注目したかまで測定できる．
HVC-P2 の採用事例として，福岡県北九州市に本社

を置くYK STORES と北九州工業高等専門学校，小国
町森林組合が「表情識別センサ並びに IoT を活用した
アロマデュフューザー」（図 6）を共同で開発，小国公
立病院に試験導入されている．HVC-P2は表情識別セン
サとして使われている．簡易に人のストレス度を測り，
ストレス度合いに応じたアロマ噴霧＋映像で，利用者に
分かりやすい形でフィードバックし，ストレス環境の改
善につなげるシステムとなる．HVCシリーズのコンセ
プトである「シンプルで使いやすい」「ネットワークに
つながっていなくても解析が可能」という点が，病院の
ようなネットワーク環境が制限される施設で使いやすい
と評価を頂いている．

�	7	 	今後の展開
弊社の人理解画像センシングが目指しているのは，更

に人の感覚に近づけていくことである．現在は“表情推
定”まで技術が進んできたが，人の感覚の方がまだまだ
機械よりも優れているため，更に精度を高め，より人を
理解できるようにしていく必要がある．もう一つは，人
理解画像センサ「HVCシリーズ」をほかのセンサと組

図6　�表情識別センサ並びに IoT を活用したアロマデュ
フューザー

図5　HVC-P2

表 2　HVC-P2の主な仕様

項　目
仕　様

長距離検出タイプ 広角検出タイプ

検出解像度 1,600× 1,200	pixel

水平検出範囲 54° 94°

垂直検出範囲 41° 76°

サイズ カメラ基板：25× 25	mm
メイン基板：45× 45	mm

表3　HVC-P2の検出距離（参考値※）

機　能
最大距離

長距離検出タイプ 広角検出タイプ

人体検出 17	m 8	m

顔検出 10	m 5	m

手検出 6	m 3	m

顔向き・視線・
目つむり・年齢・
性別・表情推
定，顔認証

3	m 1.5	m

　※記載の距離を超えると徐々に検出／推定精度が低下
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み合わせて，ハブ的なセンサにしていくことである．
社内の他部門でも IoT やオープンイノベーションに

活用できるセンサやサービスが次々と展開されている．
2016年 1月には世界最小クラスの感震センサがリリー
スされ，様々な機器に組み込みやすくなり，地震発生時
に設備を安全に停止し火災など二次災害防止に貢献でき
る．2016 年 7月にリリースされた環境センサは温度や
湿度，光，音など 7種類の環境情報を取得し，データ
をスマートフォン等に無線で通信することができる．オ
ムロンヘルスケアが 2016 年 11月より提供を開始した
「OMRON connect」（オムロンコネクト）は SDK/API
を公開し，血圧や歩数，体重などの測定データを活用す
るアプリやクラウドサービスを，コンテンツプロバイダ
が効率的に開発できるようにサポートしている．このよ
うなセンサやサービスと人理解画像センサ「HVCシ
リーズ」を組み合わせることで日常の心と体の見守りだ
けでなく災害時の人の動きや環境状況，避難が長期化し
た際の健康情報も含めた幅広い見守りソリューション，
サービスの提供が可能となるだろう．
また社外に関しても，大企業からベンチャー企業，大

学や自治体，各種メディアから多数のコラボレーション
の引き合いを頂いている．例えば，近畿大学，吉本興
業，NTT西日本との共同研究の事例がある （7）．「笑い」
の習慣が身体や心理的健康に与える効果を解明し，将来
的にストレスマネジメントに役立てるというもので，実
際の「笑い」の測定にHVC-P2 が使用されている．
今後は更に多くの他社サービスとの連携でアプリ

ケーションの幅を更に広げ，“見守り”，“人に合わせた
最適サービス”という切り口で，人々の安心・安全で快
適な社会の実現に貢献していく．

■ 文献
（1）  S. Lao, “顔と人体画像認識に生きる機械学習，”情報
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小特集 みんなをまもる見守りシステム

	1� はじめに
近年の高齢化社会では，健康で豊かな生活を送る

ため，そして，上昇する社会保障費を抑制するた
め，疾病の早期発見・早期治療の必要性が増加して
いる．心臓発作等の突然死や重篤な健康障害へのリ
スクを避けるには，心拍数や心電波形の日常モニタ
リングは有効な手段である．厚生労働省の統計的報
告では，日本の循環器系疾患の患者数（高血圧性疾
患，心疾患，脳血管疾患）は，1,303 万人に至ると
されている （1）．米国では心疾患による死亡数は毎
年 60万人を数え，冠状動脈不全による心疾患数が
多くを占める （2）．
30〜40 歳代の働き盛り世代においても，生活習

慣を原因とする疾患が進行し始める年代であり，心
疾患（高血圧症を除く）による死亡者数は年間約
4,000 人に及ぶ （1）．更に現代社会では職場や家庭で
過大なストレスを受けるケースは少なくなく，心身

の健康管理の果たす役割は大きい．そのため，老若
男女を問わず心拍数や心電波形の日常的なモニタリ
ングを通じて，体や心の状態を把握することは，健
康維持のためにも医療目的としても重要である．
従来の心電図計測の医療用電極では，電解質ペー

ストを用いて皮膚に電極を粘着させて使用する．そ
のため，装着感が悪く，かぶれやかゆみの原因にも
なり，長時間の連続使用には不向きであった．また
最近の健康への意識の高まりと 2020 年に開催され
る東京オリンピックの効果があいまって，例えばラ
ンニング時などに身体負荷を計測するため，心拍計
等を装着する人も多くなってきている．従来の市販
品では，銀めっきした合成繊維が電極として用いら
れており，金属めっき繊維特有の堅さのため皮膚と
の接触が不安定となり，測定雑音が大きく，ゴムベ
ルトなどで皮膚に強く圧迫固定する必要がある．ま
た電極部を水に濡らして使用する点や，発汗による
電極部・ベルト部でのかぶれ，金属アレルギーへの
懸念など，長時間の使用にはやや抵抗感がある．
日常生活での長時間の生体信号のモニタリング

は，様々な効果を発揮する．例えば長く心電波形を
計測することで発作性心房細動の検知率が高くなる
ことが知られている （3）．更にストレスチェックな
どの心身の健康維持のためのセルフ診断にも役立
つ．しかし上述のように従来の電極では技術的な制
約により，これまで長期モニタリングは困難であっ
た．そのため装着感が快適で，長時間安定した生体

着るだけで生体情報計測を可能とする
機能素材hitoeの開発及び実用化
Development of Functional Textile “hitoe”: Wearable Electrodes for Monitoring Human 
Vital Signals 小笠原隆行 Takayuki Ogasawara †， ††

塚田信吾 Shingo Tsukada †
河西奈保子 Nahoko Kasai †　

中島 寛 Hiroshi Nakashima †

†   日本電信電話株式会社NTT 物性科学基礎研究所，
厚木市

   NTT Basic Research Laboratories, Atsugi-shi, 
243-0198 Japan

††  NTT デバイスイノベーションセンタ，厚木市
   NTT Device Innovation Center, Atsugi-shi, 243-
0198 Japan

Summary hitoe®＊1は導電性高分子PEDOT�:�PSSとナノファイバとの複合材料であり，布帛型の生体電極として，
心拍数・心電波形計測などのバイタルデータの取得を目的に開発された．hitoe を搭載したウェアを着用

するだけで，長時間負担なく生体情報を取得できることから，疾病の診断や早期発見といった医療分野や，健康状態の見守
り，ストレスや睡眠状態の可視化など，多くの分野でのバイタルモニタリングツールとしての活用が期待されている．社会
的に問題視されている労働者の心身の健康状態や安全状態の確認などにも利用できる技術である．また，スポーツの分野に
おいても選手の技能や練習強度・疲労の可視化，試合前の緊張レベルの可視化に有効であると考えている．本稿では，hitoe
開発の基となる導電性高分子�–�繊維複合材料について概説し，更に最近の試みとして展開しているスポーツシーンでの利用
や生体情報の推定，そして，hitoe 作業者みまもりサービスについて解説する．

Key Words ウェアラブル電極，PEDOT�:�PSS，心拍数計測，心電波形計測，hitoe

ⓒ電子情報通信学会2017

　

＊1	 	hitoeは東レ株式会社と日本電信電話株式会社の登録
商標
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信号を記録できるツールが求められていた．
筆者らは，導電性高分子をナノファイバテキスタ

イルにコーティングすることで，柔軟で伸縮性・通
気性に優れた電極素材（hitoe）を開発した．本素
材は親水性にも優れ，汗や蒸気を吸うことで肌とな
じみやすく，電解質ペーストを使うことなく，医療
用電極に匹敵する安定な心電波形を計測することが
できる．シャツに電極を搭載することで，着るだけ
で心拍数や心電波形を取得できるウェアラブル電極
インナーとして利用し，患者・使用者に掛かる負担
を大幅に軽減して，日常の生体信号のモニタリング
を実現することができる．

	2� 生体計測用電極 “hitoe”
2.1　導電性高分子 – 繊維複合素材
hitoe は，生体適合性が高く導電性にも優れる高

分子 PEDOT : PSS（poly（3,4-ethylenedioxythio-
phene）polystyrene sulfonate）と，ナノファイバ
テキスタイルとの複合材料であり，これまでにない
新しい生体電極である．
PEDOT : PSS の一般的な市場用途は，主に有機

エレクトロニクスの分野で，タッチパネルやフレキ
シブル液晶ディスプレイの透明電極として，酸化イ
ンジウム錫（ITO）の代替材料に使用される場合が
多い．一方で，PEDOT : PSS の親水性や生体適合
性に優れる特徴から，生体電極への活用も期待され
ていた．しかし水溶性高分子であるため，生体系に
は必要不可欠な湿潤環境にもろく，また加工性にも
課題があり，その用途は制限されていた．
筆者らは，これまで電界固定法により金属電極の

表面に PEDOT : PSS を堆積させ，神経細胞の活動
電位を計測する微小多点電極や，大脳皮質内への埋
込み電極として使用してきた （4）， （5）．PEDOT : PSS
の高い生体適合性により，細胞の中でもぜい弱な海
馬や大脳皮質の神経細胞が電極上でもネットワーク
を形成して成長し，長期間安定した神経活動電位の
計測に成功した．更には生体を計測する電極とし
て，電気的特性が向上することも確認した．しかし
PEDOT : PSS が高親水性のため，濡れるとゲル状
に膨潤し，PEDOT : PSS 被覆膜の機械的強度が著
しく低下する欠点があった．
そこで，水濡れによる機械的強度の低下を防ぎ，

十分な耐水性を付与するため，PEDOT : PSS を基
材となるシルク繊維表面にコーティング（化学固定
化）した複合素材を作製した．図 1の電子顕微鏡
像から，シルク表面に導電性高分子が均一に，かつ

広範囲に粘着している様子が分かる．本複合素材
は，PEDOT : PSS が持つ導電性・親水性・生体適
合性を維持したままで，基材となる繊維の強度や加
工性が付与されている．PEDOT : PSS の固定化に
工夫をすることで，溶出や摩擦による剥離を抑制し
た．更なる改良の結果，現在ではポリエステルやナ
イロンなどの合成繊維を含む，多様な糸状・布状の
繊維にコーティングが可能となっている．
従来の医療用電極では，皮膚との間の接触抵抗を

低減し，雑音の少ない高品質の心電図を計測するた
めに導電性ペーストは不可欠である．一方，
PEDOT : PSS – シルク複合素材の生体電極を用い
て，実験動物の心電波形を取得したところ（図 2），
電解質ペーストを使用せず，医療用電極に匹敵する
心電波形が計測できることが示された （5）．比較と
して，スポーツ用心拍計で一般的に使用されている
銀めっきナイロン製の電極を用いた場合は，体表面
と繊維電極との接触を保つことが難しく，呼吸性の
体動により基線の動揺が発生し，安定した心電波形
の取得はしばしば困難であった．導電性高分子を用
いた今回の複合素材では，PEDOT : PSS が親水性
のため，皮膚から出る汗や水蒸気を吸収して柔軟性
が増し，皮膚表面に適度に密着することで，雑音の
少ない安定な計測を可能にしている．

図1　導電性高分子�–�シルク複合素材

図2　�PEDOT�:�PSS�–�シルク複合素材によるラットの心
電波形計測
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2.2　 機能素材 hitoe とウェアラブル生体電極イ
ンナー（hitoeウェア）の開発

筆者らは，繊維状の導電性素材という特徴を生か
し，人が身に着けるだけで心拍数や心電波形が計測
可能な，ウェアラブル生体電極インナー（hitoe
ウェア）を開発した．この電極部の核となる素材が
機能素材 hitoe である．hitoe の基材には，東レ株
式会社が保有する約 700 nm の均一な繊維径を有
する最先端繊維，ナノファイバを用いている（図
3 （a））．従来の一般衣料向けの繊維が 10〜20 μm
程度の繊維径であるのに対して，ナノファイバの生
地は超極細繊維から形成される無数の間隙を有す
る．その繊維間隙に特殊コーティング技術により
PEDOT : PSS 溶液を高密度に含浸して樹脂の連続
層を形成させ，生体信号の高感度な検出と優れた耐
久性を実現した．またナノファイバの採用は，皮膚
との接触電気抵抗を低減し，生体電極としての特性
向上を実現している．更に人体センシングに適した
インタフェースを設計するため，人体への密着性が
良く，計測に適した電極の配置，締め付け感を抑え
た着圧の制御，ウェアと一体化した配線材料，発汗
や雨などによる短絡防止構造，雑音低減と装着違和
感を抑えたコネクタ配置など，高度な必要技術要素
を統合した．
図 3 （b）に，このインナーを着用して計測した

心電波形の例を示す．心臓の活動に伴う心起電力に
より電位分布が生じるが，体表面の 2点間の電位差
の時間経過を波形として表したものが心電波形であ
る．本ウェアラブル電極インナーでは，ウェアに内
側に配置した hitoe 電極が肌に直接触れることで心

電波形の計測を行う．得られた生体信号は，ウェア
に装着した小形の送信機から無線（Bluetooth）で
スマートフォンにデータを送信する．このシステム
構成で雑音レベルの低い良好な心電波形の取得を実
現でき，シャープなQRS波とともに，その前後の
P波や T波も明瞭に計測されている．心拍数は，
QRS波のピークと次に現れるピーク間の時間（R-R
間隔）を計測して算出される．
開発した hitoe ウェアは電解質ペーストなどの粘

着性の材料を用いていないが，柔軟な hitoe とウェ
アが身体にフィットし，ウェアを着用していること
を気にすることなく長時間にわたり安定な計測を可
能としている．
またウェアの洗濯耐久性については JIS L1096 

G 法等に基づいて検討し，洗濯 100 回以上を行っ
た後でも，hitoe 電極の導電特性に問題ないことを
確認している．

2.3　安全性と医療機器登録
hitoe は，皮膚に直接触れて心拍数や心電波形を

計測する生体電極であるため，その安全性は非常に
重要である．特に，hitoe ウェアは，長時間の生体
信号のモニタリングを目指すものであり，肌のかぶ
れや赤み，かゆみ等，ウェアを着る人の障害になら
ないことが必須である．そこで，hitoe を構成する
導電性高分子 – 繊維複合素材について各安全性試験
を実施し，被験者への安全性を検証した．
ヒト皮膚三次元モデル細胞（EPI-200SIT）による

皮膚刺激性試験（OECDガイドラインTG439）を
実施した結果，PEDOT : PSSをコーティングする前
後のマイクロファイバ布で，いずれも95％を超える
細胞生存率を示した．すなわち細胞レベルでの導電
性高分子コーティングによる皮膚刺激性は見られな
いことが示された．更に，50名の被験者に対して閉
鎖法パッチテストを実施し，PEDOT : PSS – 複合素
材の貼付による皮膚に対する影響を調べた．皮膚科
医師による評価及び総合所見では，皮膚への一次刺
激性，累積刺激性及び感作性はないと判断された．
82 名の健康なボランティアによる hitoe ウェア

の 24時間，2日間の連続着用テストも合わせて実
施したが，電極部（PEDOT : PSS – 繊維複合素材）
が影響するかゆみ・赤みは見られなかった．
PEDOT : PSS を用いた神経細胞計測からもその

高 い 生 体 適 合 性 は 知 ら れ て い た が，
PEDOT : PSS – 繊維複合素材及びそれを配置した
ウェアの長時間着用でも安全性に問題がないことが
確認された．

皮膚
図3　�機能素材 hitoe の基盤技術（a），hitoe を利用した

生体情報計測ウェアとスマホ心電波形例（b）�
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一方，心電計測用の電極として使用するにあたり，
hitoe が従来の貼付け型医療電極と同等品質の心電
波形を取得可能かについて検証を行った．市販の貼
付け型医療電極とhitoeウェアをそれぞれ着用した，
約 70名の健康な男女から得られた心電波形を比較
し，複数の医師が判定したところ，hitoe 生体電極
は医療臨床試験レベルでも十分な品質の心電波形信
号を提供できることが確かめられた．
筆者らは，医療実用化を目指し，医療規格をクリ

アするため hitoe 電極に更に改良を加え，2016 年
8月に hitoe を使った心電図測定用製品（単回使用
の心電用電極と専用の心電計ケーブル）について，
医薬品医療機器総合機構（PMDA）への一般医療機
器としての届出・登録を完了した （6）．今後，hitoe
が保険適用対象になれば，医療用の電極としてより
多くの患者に使用されると期待できる．

	3� スポーツへの展開
心拍数に基づいたトレーニングは，運動強度を簡

易的な方法で可視化し，持久系スポーツにおいて効
率的なトレーニング管理に活用できる，あるいは効
率的なダイエット効果の把握にも有用であるとされ
ている．hitoe は前述したように，長時間のトレー
ニング時でも違和感や不快感なく正確に心拍数が計
測できるため，目的に合わせて効果的な心拍トレー
ニングが可能である．
2014 年 12 月にスポーツ用途としてサービス化

が開始されたのは，（株）NTT ドコモが提供する
“Runtastic  for docomo”である （7）．これは，（株）
ゴールドウインが販売するスポーツタイプの hitoe
ウェア「C3fit  IN-pulse（シースリーフィットイン
パルス）」シリーズを着用して，心拍数を計測する

システムである（図 4（a））．このウェアに一体形
となる無線通信用の小形トランスミッタ「hitoe ト
ランスミッター 01」を装着することにより，ラン
ニングやサイクリングといったトレーニング中の心
拍数などの生体情報をスマートフォンで計測，記録
し，トレーニングを支援するというサービスであ
る．心拍数だけでなく，スマートフォンなどの
GPS位置情報なども活用し，運動時間や距離，ペー
ス，消費カロリー，移動経路などのトレーニング
データもリアルタイムに記録できる．計測したこれ
らのデータはクラウド上に蓄積され，専用のアプリ
ケーションやWebページから手軽に確認できるほ
か，詳しい分析やコーチングを受けたり，友人と活
動記録を共有することができる．
また，hitoe ウェアを用い，モータスポーツの極

限状態における生体計測も行っている．その一つの
例として，インディカー・シリーズにおけるドライ
バの生体情報取得の実証実験が挙げられる （8）．時
速 300 kmを超える過酷なレースの間，ドライバの
身体能力や運動・疲労状態を可視化するため，
hitoe の技術を活用し，耐火性の機能を持ちかつ生
体情報が取得できるウェアにより，心拍数・心電波
形・筋電などの生体情報を計測した．得られたデー
タを分析することで極限状態にあるドライバの身体
状態を把握し，レースマネジメントに生かすことが
できる．更に分析を進めることでドライバのスキル
向上や事故防止につなげることが期待される．

 4� 生体情報の推定
hitoe ウェアによって得られる生体情報は，心拍

数や心電波形にとどまらない．hitoeウェアに装着さ
れるhitoeトランスミッター01には，加速度センサ
が内蔵されており，加速度を基に姿勢や歩容といっ
た利用者の動作情報を推定できる．また，心電波形
から呼吸情報を推定することも可能である．ウェア
によって直接計測される心電波形や加速度を一次情

図4　�Goldwin 社による hitoe ウェア，C3fit�IN-pulse�
（Goldwin 社 HP から）（a），Runtastic�for�
docomoによるサービスの例�（7）（b）� 図 5　一次情報と二次情報

一次情報　　　　　　二次情報
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報と呼ぶとすると，姿勢・歩容，呼吸は一次情報か
ら推定によって導かれる二次情報である（図5）．こ
れら二次情報の推定手法について紹介する．

4.1　加速度による様態情報の推定
二次情報の一つである姿勢は，加速度センサの重

力加速度方向に対する傾きを基に算出され，上半身
が起き上がっているのか，うつ伏せにあるのか，と
いった推定を行う．同じく，加速度から求められる
歩容では，総歩数，歩行ピッチ，歩幅，移動速度・
距離が算出され，安静・歩行・走行のいずれの状態
にあるかが識別される （9）．こうした歩容情報が心
拍数と同時に取得されることで心拍数変化の解釈が
容易になる．例えば図 6では，12時頃の運動の後
の 2時間程度はほぼ安静状態にあるにもかかわら
ず，運動前よりも高い心拍数を示している．これは

運動をきっかけにしばらく
高い代謝状態が継続したた
めと考えられる．しかし心
拍数のみが計測され，運動
状態や安静状態などの様態
が未知であれば，そのよう
な解釈は困難である．すな
わち加速度から推定される
様態情報は，生体変化の意
味付けに重要な役割を果た
す．
このような推定の計算は，

スマートフォンやクラウド
サーバの端末側で実施され
る．ユーザが手軽に利用でき
るアプリケーション開発者向
けのキット「hitoe トランス
ミッターSDK」が 2015年か

ら（株）NTTドコモより無償で公開された （10）．開
発キットには，睡眠段階を推定するロジックも用意
されており，様々な生体情報の活用により，リハビ
リや見守りなどの分野においても，多様な観点での
モニタリングの実現が期待される．

4.2　心電波形による呼吸活動の推定
心電波形を良好に取得できる hitoe ウェアの特徴

を生かすことで，呼吸活動の推定が可能となる．呼
吸時にヒトの胸郭が運動するが，この胸郭運動よっ
て心電波形におけるR波と S波の電圧差分（RS振
幅，図 3（b）参照）が変動することが知られてい
る （11）．この胸郭運動と心電波形の RS 振幅の関係
性から呼吸活動を推定する．これまで大学医学部や
医療機関以外では，日常で手軽に心電波形を計測で
きる手法はなく，この知見は余り活用されていな
い．hitoe ウェアを用いれば，心拍数・心電波形情
報が日常生活で容易に得られるため，呼吸推定の利
用シーンも格段に多くなる．
hitoe ウェアで計測された心電波形に対して，RS

振幅を正確に求められるよう雑音混入時の補償処理
を施し，得られたRS振幅の変動が実際の呼気流の
それと対応するか検証を行った （12）．hitoe ウェアで
計測したRS振幅変動と，マスク内部の温度センサ
による呼気流を比較したところ，良好な対応関係が
見て取れる（図 7）．
このようにウェアで呼吸を推定できれば，マスク

を用いた呼気計測よりも拘束感や計測の負担感が少
ない．そのため日常における様々な呼吸動態を可視

図7　�振幅と呼気流．RS振幅は hitoe ウェアにより計測，
呼気流は温度センサを実装したマスクによる温度変
化から計測

図 6　1 日における心拍数と歩容の解析例
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化でき，呼吸器系の疾病モニタリングをはじめ，
様々な応用展開が期待される．

	5� 働く人々の健康・安全管理への応用
最近，作業者の体調管理や安全確認のために

hitoe ウェアを活用するニーズが増えてきている．
例えば夏の猛暑の中，建設現場などで屋外作業が続
く作業者は身体的な負担がかなり大きくなるため，
体調管理が簡易にできるシステムが求められてい
る．また，機械化が進む製造現場では一人作業が多
くなり，体調不良で倒れると発見が遅れるなど安全
管理上のリスクが増加している．それらの作業者に
対して，「着るだけ」という hitoe のウェア型の手
軽さを生かし，働く人々の体調管理，安全確保に利
用する「hitoe 作業者みまもりサービス」が開始さ
れている （13）．東レ株式会社とNTTグループが協働
で本サービスの検討を開始し，輸送業，製造業など
複数の現場において実証実験を進めてきた．特に暑
さ対策や夜間などの一人作業の安全管理に着目し，

快適性を高めた hitoe ウェアを開発するとともに，
作業現場での心拍データの取得・解析を重ね，効率
的に分かりやすく現場にフィードバックするシステ
ムを構築した（図 8）．
このサービスでは，hitoe ウェアを着用した作業

者の心拍数や加速度等のデータを計測し，GPS 情
報を合わせてNTTコミュニケーションズ株式会社
が提供するクラウド上の安全管理システムへデータ
を送信する．それらの情報から，①心拍数，②熱へ
の暴露度合い（高温環境下での身体への負荷），③
作業強度（心拍数上昇による身体への負荷），④心
理的安定度（リラックスしているか），⑤転倒有無
（姿勢，傾き），⑥消費エネルギー，⑦位置情報の 7
項目を解析及び推定し，得られた情報を可視化して
フィードバックする．作業者本人や作業現場の管理
者，管理センタなどは，スマートフォンやタブレッ
ト端末，パソコン等の各種端末機器を介してリアル
タイムに状況を確認することができる．また複数人
の体調や安全の状況を同時にモニタリングし表示す
ることが可能である．更に平常時と異なる状況が発
生した際には，アラート通知機能によって注意喚起
がなされるため，緊急時には早期に対策を講じるこ
とが可能となる．hitoe ウェアによるバイタルデー
タとクラウドシステムを組み合わせ，IoT を活用し
た安全管理システムが，働く人々の安心・安全を見
守り続けるツールとして広く利用されることを期待
している．

	6� 今後の展開
hitoe ウェアは，着るだけで心拍数・心電波形の

高精度な計測ができる，正に“ウェアラブル”デバ
イスである．電解質ペーストを使用せず，柔軟で通
気性のある電極素材であるため，着用者に負担を掛
けることなく日常生活での生体情報を常時モニタリ
ングすることができる．普段の健康診断の心電図検
査では見付からないような異常も，長期間にわたる
日常計測で発見できる可能性が高まる．つまり，疾
病の早期発見・早期治療につながる医療サポート媒
体として，hitoe ウェアは画期的なツールになるで
あろう．
筆者らは既に病院や大学医学部と連携し，将来の

医療 ICT のキーデバイスとして，在宅医療や遠隔
医療等への応用・検証とその適用範囲の拡大につい
て検討を開始している．心疾患を発症し心臓手術を
受けた患者らにとっても，術後の早期退院やリハビ
リにも役に立つと考えられる．一方，ビッグデータ

図7　RS振幅と呼気流．RS振幅は hitoe ウェアにより計測，
呼気流は温度センサを実装したマスクによる温度変化から計測

図8　作業者を見守る安全管理システム�（13）
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解析が進めば，不整脈の発生などの心臓機能異常の
予知も可能になるかもしれない．
hitoe ウェアは，医療応用に限らず，ストレスや健

康増進にも役立つと考えられる．連続した長時間の
心拍数・心電波形のモニタリングは，自身の負荷を
管理し，無理のない運動の指示などの健康危機管理
にも有効な役割を果たす．ストレスに起因する睡眠
異常の判定や眠りの質の評価にも利用可能である．
機能素材 hitoe を各種ウェアラブル機器やスマー

トフォンなどの携帯端末，更に ICT と組み合わせ
ることにより，多様な生体情報の収集に活用し，付
加価値の高いサービスを実現することで，幅広い分
野で活用されることを期待している．
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	1� �はじめに
高齢化先進国と知られている日本は，2015 年時

点で高齢化率（65歳以上の人口が総人口に占める
割合）が 26.7％と，世界一の高齢化国となってい
る （1）．また，EUなどの先進国をはじめとした多く
の国でも高齢化が急速に進んでいる．高齢化に伴
い，高齢者の一人暮らしも増えている．昭和 55
（1980）年には男性約 19 万人，女性約 69 万人，
高齢者人口に占める割合は男性 4.3％，女性
11.2％であったが，平成 22（2010）年には男性約
139 万人，女性約 341 万人，高齢者人口に占める
割合は男性 11.1％，女性 20.3％となっている．高
齢者は一般に筋肉や骨が弱くなっているため，転倒
しやすく，また骨折しやすい．高齢社会白書による
と，65歳以上の高齢者の事故発生場所は，住宅が
77.1％と最も高い （1）．同様に，厚生労働省「人口
動態調査」によると，家庭内事故で毎年約 2万人
の高齢者が命を落としている．高齢者が犯罪の被害
に遭う割合も増加している．2000 年に全被害認知
件数の約 8.6％だったのが，2009 年に約 10.3％と
なっており，高齢化率が高まるにつれて高齢者が被
害に遭う割合も増加している．このような状況か

ら，高齢者も安心して暮らせる安全・安心な社会の
実現が強く求められており，その実現に向けて，
様々な技術が検討されている．家庭内での見守り
は，生活空間での見守りであり，特にプライバシー
の保護が重要である．そのため，ネットワークカメ
ラなどのカメラを用いた見守り技術は，特別な場合
を除いて導入が難しい．センサを身に付けて転倒な
どの行動を検出する，ウェアラブルセンサを用いた
技術も多く報告されている （2）．センサによっては，
比較的高い検出精度を期待できるが，センサを身に
付けることによる使用者の負担や不快感に加えて，
入浴時などの見守りには適さないなどの問題があ
る．特に，高齢者にとっては，使用する際の不快感
に加えて，付け忘れなどの問題がある．
プライバシーを保護しつつ，ウェアラブルセンサ

を用いないで家庭内での見守りを実現する技術とし
て，近年，電波による見守り技術が注目されてい
る （3）， （4）．電波による見守り技術は，電波センサと
も呼ばれている．
電波伝搬は，人の存在や人の行動によって変動す

る．電波センサは，この電波伝搬の変動に基づき人
の存在や人の行動を検出する．電波センサは，カメ
ラのような映像によるプライバシー侵害の心配がな
いため，家庭への導入が期待されている．見守りの
用途に応じて，これまでに種々の電波センサが報告
されている．本稿では，代表的な電波センサの幾つ
かを紹介する．

電波による見守り技術

Monitoring Techniques with Radio Waves

大槻知明 Tomoaki Ohtsuki †

†   慶應義塾大学理工学部情報工学科，横浜市
   Faculty  of  Science  and  Technology,  Keio 
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Summary 総人口の1/4以上が 65歳以上の日本では，高齢者の一人暮らしも多い．高齢者も安心して暮らせる安
全・安心な社会の実現は，日本の喫緊の課題である．65歳以上の高齢者の事故発生場所は，住宅が最

も多いことが知られている．家庭内での見守りは，生活空間での見守りであり，特にプライバシーの保護が重要である．そ
のため，カメラなどの導入は好ましくない．プライバシーを保護しつつ家庭内での見守りを実現する技術として，近年，電
波による見守り技術が注目されている．電波による見守り技術は，電波センサとも呼ばれている．電波センサは，人の存在
や人の行動による電波伝搬の変動に基づき人の存在や人の行動を検出する．電波センサは，カメラのような映像によるプラ
イバシー侵害の心配がないため，家庭への導入が期待されており，これまでに種々の電波センサが報告されている．本稿で
は，代表的な電波センサの幾つかを紹介する．
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	2� 電波センサ
前記したように，電波センサは電波伝搬の変化に

基づき人の存在や人の行動を検出する．簡易な電波
センサの多くは，受信信号強度（RSS : Received 
Signal Strength）の変化に基づき人の存在や行動
の有無などを検知する （5）．センサ（受信機，また
は送受信機）は簡易な構成で実現できるが，RSS
は雑音やフェージング ＊ 1 の影響が比較的大きいた
め，用途によっては十分な検出精度が得られない．
電波センサには，人の有無や行動による環境の変化
を RSS の変化で捉えるもののほかに，伝搬チャネ
ルの変化や，アレーアンテナで受信される信号の相
関行列の固有値分解によって得られる信号部分空間
を張る固有ベクトル，その大きさを表す固有値を用
いるものなどがある．
以下では，各種電波センサを紹介する．

2.1　無線トモグラフィー
無線トモグラフィー（Radio Tomography） ＊ 2 技

術は，観測対象エリアを電波の送受信機で囲み，エ
リア内を伝搬する電波の受信信号強度（RSS）の変
化に基づき，エリア内に人がいるかや，人がいる場
合，その人の位置を特定する技術である （6）．図 1
に，無線トモグラフィーのイメージ図を示す．図に
示されるように，観測対象エリアを囲むように設置
された送受信機間で電波を送受信し，RSS を観測
する．対角線上に多くの無線リンクが存在し，人が
存在すると，吸収・反射・回折等により，各無線リ
ンクの RSS が減衰する．この各無線リンクの RSS
の減衰に基づき，エリア内の人の有無や人の位置を

	＊1	 無線通信で届く電波の信号強度が変動する現象．
	＊2	 対象物を取り囲む形で，信号源及び検出器を配置し，

内部構造・特性を調べる技術．

特定する．建物外部から内部の人の位置を特定でき
るため，例えば，災害時などの生存者の発見やセ
キュリティ，smart roomや smart house として人
の行動把握による見守りなどの応用が期待されてい
る．無線トモグラフィーの位置推定精度は，観測対
象エリアサイズや設置する送受信機数，使用する電
波の周波数，建物の構造，などに依存する．そのた
め，実験による評価 （7）や，雑音耐性を高めたアル
ゴリズムの開発 （8）などが研究されている．

2.2　アレーセンサ
アレーセンサは，図 2に示されるようなアレーア

ンテナ ＊3 を受信機に用いるセンサである （9）， （10）．ア
レーセンサ（図 3）では，アレーアンテナで受信さ
れる信号の相関行列の固有値分解により，受信信号
を信号到来方向成分を表す固有ベクトルと，その信
号強度成分を表す固有値の2種類の特徴量に分解す
る．送受信機が固定されていても，人の侵入や行動
により電波伝搬環境は変化するため，これら電波特
徴量も変化する．前記したように，簡易な電波セン
サの多くは，RSSの変化に基づき人の行動・状態を
検出・識別するのに対し，アレーセンサは信号部分
空間を張る固有ベクトル及び固有値の統計量に基づ
き，人の行動・状態を検出・識別する．また，電波
特徴量に基づく機械学習を用いることで，転倒や着
座などの複雑な行動や状態も識別できる．アレーセ
ンサが用いる電波特徴量は，RSSと比べて雑音の影
響が小さい．そのため，RSSに基づく電波センサで

	＊3	 複数の放射素子を直線状，平面状，あるいは曲面状な
どに配列し，その全部あるいは一部を励振し，励振電
流（電圧）の振幅と位相を制御して所望の放射指向性
（放射パターン）を得るアンテナ．

図1　無線トモグラフィー 図3　アレーセンサ概念図

図2　アレーアンテナ
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は実現が困難な状態・行動識別が可能である．また，
アレーセンサは，使用する電波の周波数や帯域幅な
どを問わず，変調波・無変調波であることも問わな
い．そのため，無線 LANの信号や地上デジタル放
送信号，アナログUHF放送信号など，既存の信号
を用いることもできる．更に，復調処理を必要とせ
ず，到来波の正確な到来方向情報を用いる必要がな
いので，受信機も簡易な構成で実現できる．
アレーセンサで用いる特徴量の，転倒時の変化例

を図 4に示す．図の特徴量は，信号部分空間を張
る第 1固有ベクトル（ただし，大きさは 1に正規
化）の参照時刻と観測時の相関である．伝搬環境に
変化がないとき，評価関数は 1に近い値を取る．
一方，転倒などの行動によって伝搬環境が変化する
と，評価関数は 1より小さい値を取り，伝搬環境
が変化し続けると，評価関数の値も変化し続ける．
そのため，評価関数の値そのものや値の統計量に基
づき，侵入検知や単純な行動識別を容易に実現でき
る．一方，転倒や着座などの伝搬環境の変化の点で
似通った複雑な行動の識別は，アレーセンサで得ら
れる電波特徴量とその統計量に基づく機械学習によ
り実現可能である （10）．また，電波特徴量に基づく
位置指紋 （11）により，その行動が起こっている場所
も分かる （12）．RSS に基づく位置指紋によっても位
置推定は可能だが，アレーセンサでは，RSS より
も安定した電波特徴量を用いて位置推定を行うた
め，RSS に基づく位置推定に比べ，高い位置推定
精度を達成できる．
アレーセンサを用いた見守り技術として，転倒検

知を主とした行動検出が挙げられる．また，前記し
た位置推定技術と併用することで，より詳細な状態
把握及び行動検出精度の改善が期待できる．アレー
センサに関する研究動向として，特徴量の増加やア
ルゴリズムの改善による行動検出精度改善 （13），日

常生活での評価などが挙げられる．

2.3 　MIMOセンサ
近年，送受信機で複数のアンテナを用いて高速・

大容量な情報伝送を行うMIMO（Multiple-Input 
Multiple-Output）が，無線 LAN や携帯電話では
必須の技術となっている．MIMOのように，送受
信機で複数のアンテナを用いたセンサは幾つか存在
するが，MIMO伝搬チャネルに基づき人を検出す
るセンサは，日本ではMIMOセンサと呼ばれてい
る （14） 〜 （16）．図 5 に，MIMOセンサの概念を示す．
MIMOセンサは，人の存在や行動による伝搬の変
化を，伝搬チャネルの変化に基づき検出するセンサ
である．MIMOセンサでは，観測対象の部屋が無
人時に取得した伝搬チャネルと，観測時の伝搬チャ
ネルの時間相関を取り，その変動から人の有無を検
出する．幾つかの実験環境で，MIMOセンサが比
較的高い侵入検出率を達成することが報告されてい
る．ただし，MIMOセンサは，パイロット信号な
どを用いて複数送受信アンテナ間の複数伝搬路の状
態を推定する必要がある．また，より詳細な行動の
識別は実現されていない．MIMOセンサを見守り
に用いるには，転倒検出など，より詳細な行動の識
別が必要であり，研究課題として挙げられる．

2.4　ドップラーセンサ
ドップラーセンサは，ドップラー効果を用いたセ

ンサで，ドップラーレーダとも呼ばれている．ドッ
プラーセンサは，電波（マイクロ波）を発射し，反
射した電波の周波数と発射した電波の周波数を比較
することで，人や物体の速度や動きを検出する．一

図4　転倒時の評価関数の変化 図5　MIMOセンサ概念図
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般には，対象物の速度を計測するスピードガン，衝
突防止などの距離計測，人感・省エネ・自動ドアセ
ンサなどに用いられている．ドップラーセンサで
は，「特定小電力無線局移動体検知センサ用無線設
備」としてセンサに使うことが許可された
10.5 GHz 帯や 24 GHz 帯の周波数が一般に用いら
れる．ドップラーセンサには，無変調連続波
（Continuous Wave）を送信して測定対象物の速度
を測定するものや，FM（Frequency Modulation）
変調をかけた信号を送信して測定対象物までの距離
も測定できる FMCW方式などがある．図 6 に，
FMCW方式の送信信号と移動物に対する受信信号
及びビート周波数を示す．FMCW方式は，送信周
波数が掃引時間内で直線的に交互に増加・減少する
ように FM変調をかけた信号を送信し，測定対象
物からの反射波（受信波）を送信波と乗算して位相
検波し，二つの波の周波数差であるビート周波数を
持つビート信号として出力する．ビート周波数は，
掃引周波数幅と掃引時間により，ターゲットまでの
距離に応じた周波数の信号となるため，距離を求め
られる．人の見守りに関連するドップラーセンサを
用いた行動識別として，転倒検知 （17）や歩行等の複
数の行動識別 （18），ジェスチャの識別 （19）などの応
用例が報告されている．ドップラーセンサを用いた
行動等の識別では，ドップラーセンサで得られる
ドップラー情報に基づく機械学習による識別がよく
用いられている．図 7，8に，人の歩行時と，歩行
から転倒したときのドップラースペクトル図を示
す．また，図 9に，ドップラーセンサを複数用い
た転倒検出システムの概念図を示す （17）．
文献（17）では，95.5％の高い転倒検出率が報

告されている．
図 10に示すように，ドップラーセンサは，行動

やジェスチャの識別に加えて，非接触で心拍や呼

吸（図 11），瞬き（図 12）などの微小な生体信号も
検出できる （20） 〜 （22）．アレーセンサやMIMOセンサ
は，送受信機が見通し外でも使用できるのに対し，
ドップラーセンサは送受信機が見通しである必要

図9　ドップラーセンサを複数用いた転倒検出システム

図10　ドップラーセンサによる非接触生体信号検出

図6　�FMCW方式の送信信号と移動物に対する受信信号及
びビート周波数 図7　歩行時のドップラースペクトル

図8　歩行から転倒したときのドップラースペクトル
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がある．
ドップラーセンサを用いた見守り技術に関する

研究動向として，例えば，着座などのドップラース
ペクトルで見た場合，転倒と似通った行動との識別
精度の改善が挙げられる．

	3� MIMOレーダ
複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用い

るレーダは，MIMOレーダと呼ばれている （23） 〜 （25）．
MIMOレーダは，直交信号を各アンテナから送信し，
信号の直交性を利用して受信信号を分離する．
これによって空間的に仮想アンテナを構成する，

図 13 にMIMOレーダの空間仮想アレー構成例を
示す．MIMOレーダは仮想開口径 ＊ 4 を大きくでき
るため，空間解像度を改善できる （24） ， （25）．また，
ビーム形成自由度が増すため，不要到来波（クラッ
タ，妨害信号等）の除去が容易になる．
前記したように，MIMO センサはMIMO 伝搬

チャネルに基づき人を検出するセンサであるのに対
し，MIMOレーダは，その名が示すように，複数

	＊4	 仮想的なアンテナ開口径（サイズ）．

アンテナ素子を用いたレーダであり，例えば複数物
体の方向を推定できる．
MIMOレーダの特性を改善する手法として，目

標物の運動情報を利用することで，時間方向の情報
も活用して仮想アレーを拡張する時空間仮想アレー
が提案されている （26）， （27）．時空間仮想アレーでは，
初期推定によって得られる目標物の運動情報に応じ
て送信信号を繰返し送信し，受信信号を同じ時刻に
受信したように位相シフトすることで仮想アレーを
拡張する．文献（26），（27）では，時空間仮想ア
レーが，空間仮想アレーに比べて高い到来方向推定
精度を得られることが報告されている．
MIMOレーダを用いた見守り技術として，例え

ば，ドップラースペクトルに基づく行動識別や，位
置推定などが挙げられる．また，MIMOレーダに
関する研究動向として，複数人がいる環境で，行動
識別や位置推定を高い精度で実現することなどが挙
げられる．

	4� おわりに
本稿では，種々の電波センサを紹介した．安全・

安心な社会の実現には，街中の監視や屋内外での見
守りが重要である．その際，プライバシーの保護も
重要である．電波センサは，プライバシーを保護し
ながら，見守りを実現できるため，有望な技術の一
つである．ただし，電波センサに限らず，一つの技
術だけで，様々な環境における種々の要求を満たす
のは困難である．安全・安心な社会の実現には，環
境・要求条件を考慮しながら複数の技術を適切に合
わせて用いることが必要であろう．

■ 文献
（1）  内閣府，平成 28年版高齢社会白書，2016.
（2）  T. Tamrat, M. Griffin, S. Rupcic, S. Kachnowski, 

T. Taylorand, and J. Barfield, “Operationalizing 
a wireless wearable  fall  detection  sensor  for 
older  adults,” Proc.  2012  6th  Int.  Conf.  on 
Pervasive Comp. Technologies  for Healthcare
（PervasiveHealth），pp.2924–2928, May 2012.

図11　心拍・呼吸成分のドップラースペクトル

図12　瞬きのドップラースペクトル

図13　MIMOレーダ：空間仮想アレーの構成



解説論文　電波による見守り技術 29

小特集 みんなをまもる見守りシステム

（3）  大槻知明，“電波を用いた行動・状態識別—電波セン
サ，”システム /制御 /情報，vol.57, no.9, pp.380–
385, Sept. 2013.

（4）  鹿島圭生，中村僚兵，梶原昭博，“特徴抽出手法を用
いた浴室内見守り用UWBセンサ，”2013 信学ソ大，
p.82（A），Sept. 2013.

（5）  平澤徳仁，鈴木康直，馬杉正男，小林隆一，“無線
LANビーコン信号を用いた人検知方法に関する検
討，”2009 信学総大，no.B-20–26, March 2009.

（6）  J. Wilson and N. Patwari, “Radio  tomographic 
imaging with wireless networks,”  IEEE Trans. 
Mobile Comput., vol.9, no.5, pp.621–632, May 
2010.

（7）  横田健悟，原　晋介，松田崇弘，向本将規，上村勇
貴，滝沢賢一，小野文枝，三浦　龍，“ 3次元空間に
おけるワイヤレストモグラフィの実験的評価，”信学
技報，RCC2015-7, pp.27–30, May 2015.

（8）  Y. Zhao and N. Patwari, “Robust estimators  for 
variance-based  device-free  localization  and 
tracking,” IEEE Trans. Mobile Comput., vol.14, 
no.10, pp.2116–2129, Oct. 2015.

（9）  S. Ikeda, H. Tsuji, and T. Ohtsuki, “Indoor event 
detection with  signal  subspace  spanned  by 
eigenvector  for home or office security,” IEICE 
Trans. Commun.,  vol.E92-B,  no.7,  pp.2406–
2412, July 2009.

（10）  J. Hong and T. Ohtsuki, “State classification with 
array sensor using support vector machine  for 
wireless monitoring  systems,”  IEICE  Trans. 
Commun., vol.E95-B, no.10, pp.3088–3095, Oct. 
2012.

（11） 大槻知明，“ワイヤレス位置検出技術，”計測と制御，
vol.48, no.7, pp.560–564, July 2009.

（12）  J. Hong and T. Ohtsuki, “Signal  eigenvector-
based device-free passive localization using array 
sensor,”  IEEE Trans.  Vehicular  Technology, 
vol.64, no.4, pp.1354–1363, April 2015.

（13） 縣　侑吾，大槻知明，豊田健太郎，“ドップラー解析
に基づくアレイアンテナを用いた転倒検知，”信学知
的環境とセンサネットワーク研究会，信学技報，
ASN2016-72, pp.19–24, Jan. 2017.

（14） K. Nishimori, Y. Koide, D. Kuwahara, N. Honma, 
H.  Yamada,  and H. Makino, “MIMO  sensor 
― Evaluation on antenna arrangement― ,” Proc. 
EuCAP2011, pp.2924–2928, April 2011.

（15） N.  Honma,  K.  Nishimori,  H.  Saito,  and  Y. 
Tsunekawa, “Compact antenna arrangement  for 
MIMO  sensor  in  indoor  environment,”  IEICE 
Trans. Commun.,  vol.E96-B, no.10，pp.2491–
2498, Oct. 2013.

（16） 小出悠太，西森健太郎，本間尚樹，桑原大輝，山田
寛喜，“MIMOセンサ〜屋内実環境におけるアンテ
ナ分散配置の効果〜,”  信学技報，AP2010-77, 
pp.19–24, Oct. 2010.

（17） S. Tomii and T. Ohtsuki, “Falling detection using 
mu l t i p l e   d o pp l e r s e n s o r s ,”  I EEE   1 4 t h 
I n t e rna t i ona l   Con f e r ence   on   e -Hea l t h 
Network ing ,   Appl ica t ions   and  Serv ices
（Healthcom 2012），pp.196–201, Beijing, China, 
Oct. 2012.

（18） Y.   K im   and   H .   L i ng ,  “Human   ac t i v i t y 
classification based on micro doppler signatures 
using a  support vector machine,”  IEEE Trans. 
Geosci. Remote Sens.,  vol.47, no.5, pp.1328–

1337, May 2009.
（19） Y.  Kim  and  B.  Toomajian, “Hand  gesture 

recognition using micro-doppler signatures with 
convolutional neural  network,”  IEEE Access, 
vol.4, pp.7125–7130, Oct. 2016.

（20） S. Tomii and T. Ohtsuki, “Heartbeat detection by 
using  doppler  radar with wavelet  transform 
based on scale  factor  learning,” IEEE Int. Conf. 
Commun.（ICC’2015） ,  pp.483–488,  London, 
UK, June 2015.

（21） E. Mogi  and T. Ohtsuki, “Heartbeat detection 
with  doppler  radar  based  on  estimation  of 
average R-R  interval using viterbi  algorithm,” 
IEEE  Int.  Symp. Personal  Indoor  and Mobile 
Radio Commun.（PIMRC2016），Valencia, Spain, 
Sept. 2016.

（22） C.  Tamba,  S.  Tomii,  and T. Ohtsuki, “Blink 
detection using doppler sensor,” IEEE Int. Symp. 
Personal  Indoor  and Mobile Radio Commun.
（PIMRC2014），pp.2119–2124, Washington D.C., 
U.S.A., Sept. 2014.

（23） W. Roberts, P. Stoica, J. Li, T. Yardibi, and F.A. 
Sadjadi, “Iterative adaptive approaches to MIMO 
radar imaging,” IEEE J. Selected Topics in Signal 
Process., vol.4, no.1, pp.5–20, Feb. 2010.

（24） A.M. Haimovich, R.S. Blum, and L.J. Cimini, Jr., 
“MIMO radar with widely separated antennas,” 
IEEE Signal Process. Mag., vol.25, no.1, pp.116–
129, Jan. 2008.

（25） N.H. Lehmann, E. Fishler, A.M. Haimovich, R.S. 
Blum,  D.  Chizhik,  L.J.  Cimini,  and  R.A. 
Valenzuela, “Evaluation of  transmit diversity  in 
MIMO-radar  direction  finding,”  IEEE Trans. 
Signal  Process.,  vol.55,  no.5,  pp.2215–2225, 
May 2007.

（26） Y. Okamoto and T. Ohtsuki, “Human activity 
classification and  localization algorithm based 
on  temporal-spatial  virtual  array,”  IEEE  Int. 
Conf.  Commun.（ICC’2013），DOI:10.1109/
ICC.2013.6654727, Budapest, Hungary,  June 
2013.

（27） H. Hayashi  and T. Ohtsuki, “DOA estimation 
using  temporal  spatial  virtual  array based on 
doppler shift with adaptive PRI control,” IEICE 
Trans. Commun.,  vol.E99-B,  no.9,  pp.2009–
2018, Sept. 2016.

大槻知明 （正員 :フェロー）
1990慶大・理工卒．1994慶大大学院
理工学研究科博士課程了．博士（工学）．
1995東京理科大・理工・助手，同大
学講師，助教授．慶大・理工・准教授
を経て，2009から同大学・理工・教
授．この間，光通信，無線通信，セン
サの研究開発に従事．井上研究奨励賞，
安藤博記念学術奨励賞，エリクソン・
ヤングサイエンティスト・アワード，
IEEE�the�1st�Asia-Pacific�Young�Researcher�Award，船井学術奨
励賞，第5回国際コミュニケーション基金優秀研究賞，2011�
IEEE�SPCE�Outstanding�Services�Award，電気通信普及財団賞
（テレコム技術賞），2013ETRI�Journal’s�2012�Best�Reviewer�
Award,�9th� International�Conference�on�Communications�and�
Networking�in�China�2014（CHINACOM’14）Best�Paper�Award等
各受賞．2015-2016年度本会通信ソサイエティ副会長．



30 通信ソサイエティマガジン　No.41  夏号 2017

	1� はじめに
我が国をはじめ，世界的に超高齢化社会へ向かっ

ている中，高齢者の介護・福祉に関する社会的関心
が高まっている．高齢者の増加に伴い （1），医療・介
護・福祉，一般家庭の現場において，要介護者に対
する施設や家族のサポートが必要となっている．そ
こで，近年では，要介護者の状況を様々なセンサを
用いて見守るシステムや，様々な行動をサポートす
るロボットの研究開発が盛んに行われている．特に
見守りシステムにおいては，見守り対象となる人物
の存在位置，動線情報，姿勢情報などから，人物の
行動や状況を把握し，転倒やベッドからの転落と
いった危険な状況など，サポートを要する事態を自
動的に察知して，通知する技術が必要となる．
センサを用いた見守り技術には，電波 （2），生活

音 （3），ウェアラブルセンサ （4），視覚センサを用い
たものなどが開発されているが，本稿では視覚セン
サによる見守り技術に焦点を当てる．視覚センサに
よる見守り技術として，必須の要素技術である人物
検出，姿勢推定，行動認識に関する技術について紹
介する．画像処理による見守りには，ほかのセンサ
よりも広域かつ非接触で対象人物の状態を把握でき
るという大きな利点がある．その一方で，体形や姿

勢変動といった人物に起因する見えの変化，背景や
照明条件等に起因する見えの変化に対して，頑健な
処理を実現しなければならない．更に，見守りシス
テムを想定した場合，見守り対象空間をできるだけ
少ない台数のカメラによって撮影できることが望ま
しい．そのため，天井に設置した広角レンズカメラ
の活用が進められている．しかし，広角レンズカメ
ラ映像は，画像中の位置により大きな形状ひずみを
生じるため，それに対応した画像処理を行う必要が
ある．
本稿では，見守りシステムに必要な画像処理技術

として，広角レンズカメラ映像中の人物検出，姿勢
推定を行った研究事例を紹介する．ただし，行動認
識技術に関しては，データセットの問題から通常の
カメラ映像に対する時系列ニューラルネットワーク
を用いた行動認識の事例を紹介する．以上により，
見守りシステムにおける画像処理技術の現状と課題
について述べたい．

	2� 人物の自動検出技術
カメラ映像中から，見守り対象となる人物を検出

する技術は，詳細な見守りを行う前段階の処理とし
て必須の技術である．映像中の人物を検出すること
ができれば，部屋の中の人物存在位置が分かるだけ
でなく，時系列の動線情報を取得することができる
ため，より詳細な行動認識や行動遷移パターンの分

視覚センサによる見守り技術について
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析が可能となる．
一般的な監視カメラや車載カメラ映像と異なり，

見守りを想定した場合にはカメラと対象人物間の距
離が近いこと，また，特に魚眼や広角レンズを用い
ている場合が多いことから，レンズひずみに起因す
る映像中の人物の見え方のバリエーションが非常に
大きくなるという特徴があり，これに対応可能な人
物検出技術が必要となる．本章では，人物の姿勢変
化やカメラ視点変化に対して頑健な人物検出の手法
を紹介する．

2.1　人物形状モデリングによる人物検出手法
2.1.1　概要
見守りシステムにおける人物検出手法としては，

服装，体形，姿勢など，対象となる人物の見えの変
化，物体との遮蔽や人物間での遮蔽の発生，カメラ
の設置環境によるカメラ視点の変化，といった課題
に柔軟に対応可能な手法が求められている．
ここでは，人物の形状，姿勢変化，カメラ視点変

化に対応した人物検出手法について述べる （5）， （6）．
様々な姿勢に対する身体的特徴変化の統計的な解析
により低次元人体形状モデルを生成し，姿勢変動に
対する各部位の見えの変化を少ない情報量で表現す
る．これにより，従来の方形ベースの追跡では捉え
切れない様々な姿勢の人物に対しても柔軟に対応し
た人物検出を行う．服装・体形・姿勢といった追跡
対象の多様性を大量の学習画像から抽出した高次元
特徴量でパターン認識するのではなく，大まかな人
物形状を表現する低次元モデルを用いることで，輪
郭形状や輝度勾配といったシンプルな特徴量によっ
て最適なモデルを高速にフィッティングすることが
可能である．これにより，高速かつ高精度な人物検
出を実現する．

2.1.2　人物検出手法
本稿では，頭部から肩にかけての外輪郭形状をΩ

形状と呼ぶ．このΩ形状は人物に特有の特徴的な形
をしており，人物らしさを測る上で有効である．そ

こに注目したのが，Active ΩModel である．この
モデルは，頭部外輪郭形状の変動とその内部に含ま
れる肩の関節位置を低次元で表現したもので，以下
の手順で生成している（図 1）．まず，複数の異な
る人物頭部画像に対して，顔位置を中心として頭部
から肩にかけての頭部外輪郭形状と両肩の関節位置
を合計 22個の点群で表現する．22点の x，y 座標
から得られる 44次元のパラメータによって表現さ
れる頭部外輪郭形状がΩ形状データ（図 1左）で
ある．事前に図 1左に示すような人物画像を対象
に，頭部外輪郭形状を手動により抽出する．様々な
人物，姿勢状態の画像 300枚に対して，Ω形状デー
タを抽出し，主成分分析を適用した．その結果，四
つの主成分（図 1中の PC1〜PC4）によって，様々
なΩ形状を生成できることが分かった．この四つの
主成分値によって変形可能な頭部外輪郭形状を
Active ΩModel として人物検出に用いる．
実際の検出段階においては，入力画像から背景差

分により，前景領域を抽出する．領域面積から人物
領域の候補を絞り込んだ上で，Active ΩModel を
用いた処理により，人物検出を行う．前景領域付近
で，Active ΩModel を自動生成しながら，前景領
域のシルエット輪郭形状と，シルエット輪郭部分の
輝度勾配方向との一致度から，Active ΩModel の
Ω形状との一致度合いを評価する（図 2）．ここで，
パラメータ探索には Particle Filter を用いて探索の
効率化を図っている．

2.1.3　Active ΩModel の自動生成
本手法を用いると，人物の頭部形状モデル

（Active ΩModel）を手掛かりに少ない学習用デー
タ（Ω形状データ約 300 個程度）により，映像中
の人物を検出することができる．しかし，人物の頭
部輪郭は，同じ形状でもカメラの設置位置によっ
て，その見え方は大きく変化する．特に，見守りシ
ステムにおいては，視野の広いカメラでできるだけ
広範囲に見守りたいというニーズが強いため，広角
レンズに起因するひずみや人物の見えの変化に対応

図1　人物検出のための頭部形状モデルの生成



32 通信ソサイエティマガジン　No.41  夏号 2017

した人物検出手法が必要となる．そこで，生成型学
習を適用し，学習用Ω形状モデルの自動生成を行う
ことでこの課題に対応する．
本研究で使用する三次元人体形状モデルは持丸

らの相同モデル （7）を用いた．この三次元人体形状
モデルは体形を変化させるためのパラメータと姿勢
を変化させるための体の関節位置を表現するパラ
メータを持っており，三次元空間における点群に
よって人物の表面形状を表現している．体形を変化
させるパラメータは，解剖学的に同一の意味を持つ
相同モデルを主成分分析することで得られた上位四
次元の主成分値（図 3の PC1〜PC4）である．ま
た，図 3の＋，−はそれぞれ，主成分値を増加，
減少させることを意味しており，その際に生じた人
体モデルの体形変化の結果をそれぞれの主成分にお
いて示している．この主成分パラメータを変化させ
ることで，人間らしい形状を保持したまま，図 3
右のような様々な体形に変化できる（頭部形状も含
む）．また，姿勢を変化させるパラメータは点群内
部に埋め込まれた 90個の関節点の位置となってお
り，三次元モデルの各頂点と関節点の関連度を定義
したスキニングパラメータによって，図 3左のよ
うな様々な姿勢をとったときの人体形状を表現でき

る．これにより，姿勢変動や頭部形状の変化に伴う
画像上の頭部輪郭形状の変動を表現する．
そして，仮想的な三次元空間に設置したカメラに

対し，様々な体形や姿勢の三次元人体形状モデルを
配置することで，モデル生成のための学習データを
自動収集する．図 4のように仮想空間内に 4段階
の高さにカメラを配置し，それぞれの視点において
人体形状と姿勢を変化させながらActive ΩModel
を自動生成する．図 4中の 0〜3は，カメラの俯角
の違いを表しており，0から数字が大きくなるにつ
れて，カメラ位置が高くなり，3は直上視点を表現
している．図 5（a）は，仮想空間に配置された人
体モデルである．仮想カメラ視点からこの人体モデ
ルを撮影した際の頭部形状データを得るため，図 5
（b）のようなシルエット画像を生成し，頭部輪郭
形状点群を得る（図 5（c））．この際，レンズの内
部パラメータを考慮することで，レンズひずみも踏
まえたシルエット画像の生成が可能である．この処
理を図 4のような多数のカメラ視点から生成した
シルエット画像に対して適用することで，視点変化
に伴う様々な頭部輪郭形状の見えを生成することが
できる．得られたΩ形状データ群に対して主成分分
析を適用することで，視点変化に対応したActive
Ω Model を生成する．Active Ω Model は図 4 の
カメラ視点 0〜3それぞれにおいて個別のモデルを
生成している．

図3　人体形状モデル（Dhaiba）による体形・姿勢生成

　　　　  （a）    　　　　　        （b）      　　　　　　     （c）

図5　�頭部輪郭形状モデルの自動生成．（a）仮想空間中に
配置された人体モデル，�（b）頭部輪郭生成のための
シルエット画像生成，�（c）自動生成された頭部輪郭
形状点群

図4　仮想空間におけるカメラ視点生成

図2　頭部検出の概要
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2.1.4　人物検出結果の例
広角レンズカメラ映像に対し，前述の生成型学習

によって得たActive ΩModel を視点ごとにモデル
を切り換えながら，人物検出を行った例を図6に示
す．図中の中心から描かれている四つの円は，内側
から視点0〜3（図 4）に対応している．各円を通過
する際，視点に対応したActive ΩModel を用いて，
頭部検出を継続することができる．図6中の頭部を
囲う円形が，Active ΩModel のフィッティングし
た頭部位置を示している．図6上では正確に頭部位
置の検出が行われている．図6下では，直下視点の
映像となり，Active ΩModel のフィッティング精
度が低下しているが，頭部の検出自体は成功してい
る．人体頭部以下の部分に描かれている円形は，頭
部検出以降の体幹部検出処理によって得られたもの
であり，これらの円を包含する方形を描くことで，
人物の検出方形を得ることができる．この処理の詳
細については文献 （5）， （6）を参照されたい．なお，
この処理結果においては，頭部モデルと画像特徴
（シルエット輪郭と輝度勾配）のフィッティング度合
いが最も高い人物1名のみが検出されている．

2.2　深層学習を用いた人物検出手法
2.2.1　手法の概要
深層学習を使った高精度な物体検出手法が提案さ

れている．特に，画像認識課題においては畳込み

ニューラルネットワーク（CNN：Convolutional 
Neural Networks）を用いた手法が多く提案されて
おり，その代表的なものにFaster R-CNN （8）がある．
Faster R-CNN の 概 要 を 図 7 に 示 す．Faster 
R-CNNは，画像 1枚のみを入力することで物体の
位置とその種類を判別することができるモデルであ
る．Faster R-CNNは画像から特徴を抽出する一般
的なCNNと，その特徴を用いて物体の領域を検出
する Region Proposal Networks（RPN），更にそ
の物体の位置情報と画像特徴からその物体が何かを
判別する識別器の三つから構成されている．RPN
は物体の位置と物体らしさを表現するスコア
（confidence score）を出力するネットワークで，
物体位置は anchor と呼ばれるあらかじめ設計され
た九つのウィンドウ（3スケール × 3アスペクト比）
と画像上における物体位置との差分を出力する．
RPNによって得られた物体位置と対応する特徴マッ
プ上の位置でPooling 処理を行い，得られた特徴ベ
クトルから物体の識別と方形座標の補正を行う．

2.2.2　人物検出結果
広角レンズカメラ映像を入力とした Faster 

R-CNNによる人物検出例を図 8に示す．図 8中の
赤い方形は検出方形を，緑色の方形は正解方形を表
している．また，検出枠上部の数値は，人らしさを
表す confidence score である．図 8の三つの結果

図7　Faster�R-CNNの概要

 

図6　広角レンズカメラ映像における人物検出例
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は，様々な姿勢，スケールの人物に対して，人物検
出に成功していることを示している．学習データに
通常の監視カメラ映像に広角レンズカメラ映像を加
えて学習したCNNによって，汎用性の高い人物検
出器が実現できていることが分かる．カメラの設置
位置やレンズパラメータに依存しない人物検出は，
見守りシステムにおいて重要な要素技術であり，今
後の実応用が期待される．

2.3　人物検出手法のまとめ
2.1の Active Ω Model は四次元のパラメータ

で表現されており，これを画像中の前景シルエッ
ト輪郭形状及び輝度勾配と比較し，評価している．
一 方， 深 層 学 習 に お け る 人 物 検 出（Faster 
R-CNN）では，人物検出に有効な 4096 次元の特
徴ベクトルを学習データ群から自動的に獲得して
いる．低次元特徴の方が高速な処理が可能である
が，手動設計している特徴であり，特徴の性質を
把握しやすい半面，汎化性能という点で課題があ
る．また，前処理の背景差分の精度が人物検出性
能に依存するため，背景と人物の服装の状況によっ
ては検出性能が低下する．一方，深層学習による
手法では，特徴量が複雑で人が理解しやすいもの
ではないが，学習データを多く収集可能であれば，
背景や服装等に依存しない高い汎化性能に基づく
より高精度な人物検出が可能となる．

	3� 見守りのための人物姿勢推定技術
前章における人物検出により，見守り対象人物の

位置情報を逐次取得することができる．これによ
り，ベッド上にいる，ベッドから離れる（離床），
部屋を出る，等の大まかな行動の検出を，人物の位
置情報とその時間変化によって捉えることができ
る．動線情報は，徘徊行動など，特定行動パターン
の検出にも有効な情報となる．更に詳細な見守りを
実現するためには，人物の姿勢状態及びその時系列
変化を捉え，行動検知につなげる必要がある．コン
ピュータビジョンの研究分野においては，映像中の

人物の行動を自動認識する技術の研究が盛んに行わ
れている．人物を検出した後，検出枠内において，
密に抽出した特徴点の時系列対応付けによって得ら
れた特徴点軌跡群の近傍で，様々な画像局所特徴量
を抽出し，これを行動認識のための特徴量として用
いる手法（Dense Trajectories）が提案されてい
る （9）， （10）．また，近年では，特徴の獲得を機械学習
に委ねる深層学習を行動認識に適用することで，高
い識別性能を上げている事例も見られるようになっ
てきた （11）．見守りシステムにおいては，単純な行
動の認識（例えば，起床，離床など）だけでなく，
より詳細な人物状態の把握が必要となる場合が多い
ことから，人物の行動を認識する前段階として，人
物の姿勢を推定する技術，人物姿勢推定技術への
ニーズが高い．人物行動認識のための定量的な中間
表現として，姿勢情報は有用である．ここでは，深
層学習ベースの姿勢推定技術について述べる．

3.1　深層学習による姿勢推定技術
本節では，深層学習を用いた姿勢推定技術につい

て述べる．人体の様々な姿勢の推定手法としては，
DPM（Deformable Parts Model）を用いたものが
提案されているが （12），処理コストが高く，遮蔽に
対する頑健性に課題があった．近年では，様々な人
物の姿勢状態を含む姿勢推定用のデータセットが公
開されており，それら大規模なデータセット群を用
いた深層学習に基づく姿勢推定手法が提案され，
様々な応用に用いられている．
DeepPose （13）では，図 9に示すような AlexNet

と呼ばれる7層のCNN構造を用いて，画像中の人
物の14個の関節点座標（図 9中の赤い点）を回帰
することができる．ネットワークの出力は，この14
点の関節点の二次元座標から成る28次元の情報で
ある．各層の値は，出力特徴マップのサイズと次元
数を表している．入力画像を辺の長さ220ピクセル
の正方形にリサイズし，畳込み層に入力する．畳込
み層では畳込みとプーリングという処理を行ってい
る．畳込みはフィルタを画像に畳込み，エッジや丸
み，色などの特徴抽出を行う処理であり，各層で用

図8　Faster�R-CNNによる人物検出結果例
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意したフィルタの枚数だけ特徴マップと呼ばれる特
徴抽出された画像群が得られる．プーリングは畳込
みの出力を入力に用い，特徴の位置ずれを吸収する
役割を持つ．プーリングは注目領域の中から選択し
た代表画素1ピクセルに集約するダウンサンプリン
グを行う．プーリングの代表画素の選択には最大値
や平均値など様々な方法が取られるが，DeepPose
においては最大値を選択するプーリングが使用され
ている．この畳込みとプーリングを対として階層的
に特徴抽出を続けることで，様々な姿勢や見えの変
化に対して対応可能な姿勢推定が実現される．

3.2　人物検出方形の誤差を考慮した姿勢推定手法
一連の見守りシステムを実現するためには，人

物検出時に生じる人物検出方形の誤差に対して頑
健な姿勢推定が必要となる．人物検出方形とは，人
物検出の位置とサイズを表すため，画像中の人物
を適当な大きさで囲った方形である．ここで人物
検出方形の誤差とは，人物検出時に生じるサイズ
の誤差，及び人物検出方形の位置ずれのことをい
う．これらの誤差は主に人物周辺の背景や人物の
姿勢状態が原因となって生じることが多い．現存
の姿勢推定手法は，人物方形枠が正しく与えられ
ていることを前提にしていることが多いが，実際
には人物を自動検出した後，その検出結果に対し
て姿勢推定を行うことになる．そのため，人物検
出時に生じる人物検出枠方形の誤差にも対応可能
な姿勢推定を実現する必要がある．CNNを用いた
姿勢推定手法において，学習時と推定時の 2点で
工夫を施すことで人物検出から姿勢推定までの処

理を自動化する．また，天井に広角レンズカメラ
を設置した屋内環境にて，様々な位置で多様な姿
勢をとっている人物 6名を対象に撮影して得た 1
万枚の画像に，関節位置情報を付与した姿勢推定
用のデータセットを作成した．このデータセット
による学習により，広角レンズカメラを使用する
ことによる人物形状のひずみに対応する．
学習時における工夫として，人物方形のサイズに

関するカリキュラム学習を提案している （14）．この手
法では図10のように，画像の切り取り幅を変えるこ
とで人物検出枠のサイズ誤差を考慮して作成した人
物方形データを利用する．付与されている14個の
関節点に外接するような方形を基準方形と設定し，
基準方形の辺に方形サイズ比と呼ぶ値を掛けること
でシミュレーションを行う．方形サイズ比は，基準
方形に対する対象方形の大きさの比を示している．
学習初期段階では，人物の全身が映っている学習
データを入力するために方形比を1.7〜2.0と設定
し，学習が進むにつれて方形比の最小値を小さくし
ていくことで，人物の手足がはみ出るような学習デー
タの割合を増やしていく．このとき，関節位置は切
り取り画像の中心を原点とした相対座標として表し，
画像外にはみ出る関節位置も相対座標で表す．この
ように学習過程で推定の簡単なサンプルから徐々に
難易度の高いサンプルを増やしていくこと（カリキュ
ラム学習）で，CNNの推定が様々な方形サイズ変
化や位置ズレに対応できるようになっている．
その後の推定時の処理として，図11のような再帰

的姿勢推定を提案している （14）．カリキュラム学習済
みのCNNに関して，人物検出方形に対する推定さ

図9　姿勢推定に用いるCNNモデル（AlexNet）

図 10　方形比の変化による人物検出方形のシミュレーション例
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れた姿勢のサイズ比と姿勢の推定精度に相関がある
ことを利用して，CNNの出力から入力に用いた人物
検出方形が適切か判定し，不適切であれば人物検出
方形のサイズ変更を行って再度CNNに入力し直す．
この再帰的姿勢推定手法により，人物検出方形のサ
イズ誤差に対して頑健な姿勢推定が実現できる．
図 12に，四つのケースに対する再帰的姿勢推定

による人物方形の変化と姿勢推定精度向上の様子を
示す．人物方形は水色の方形で示しており，CNN
モデルはカリキュラム学習したものを繰り返し使用
している．Stage 1 は初期の人物検出方形からの姿
勢推定結果であり，Stage 2 以降はそれぞれ再帰的
姿勢推定による再推定の結果である．人物検出方形
のサイズ変更では，縦横の辺の長さを 1.2 倍する拡
大と 0.8 倍する縮小の選択を行う．
以上の処理により，人物検出段階における人物方

形の誤差の影響に頑健な姿勢推定を実現することが
できる．

	4� 見守りのための人物行動認識技術
4.1　概要
見守りシステムにおいては，「起床」，「離床」，「転

倒」など，特定の行動の認識が求められることが多
い．このように事前に認識対象の行動パターンが既
知の場合には，教師あり学習による行動認識のアプ
ローチが有効である．本章では，時系列ニューラル
ネットワークを用いた行動認識事例を紹介する．

CNNを用いて姿勢特徴の抽出を行い，時間方向
に姿勢特徴を連結して時系列ニューラルネットワー
クの入力として用いることで，行動の認識を行う．
また，行動の学習において行動の連続性を考慮した
LSTM（Long short-time memory）を用いる．図
13に手法の概要を示す．

4.2 　CNNによる姿勢特徴の抽出
本手法では，始めに姿勢情報の特徴化のための

CNNによる姿勢推定器を作成する（図 13）．姿勢
推定器は既存の姿勢推定手法であるDeepPose （13）

（図 9，3.1）で提案されているネットワーク構造
を利用した．作成した姿勢推定器の最終層以外の構
造を用いて姿勢特徴抽出器を作成することで姿勢特
徴の抽出を行った．ここで，最終的な関節座標を表
現する関節座標ベクトルを行動認識の入力として用
いるよりも，姿勢情報を抽出するためのCNNにお
いて，最終出力層手前の全結合層の高次元特徴
（4096 次元）を用いた方が，行動認識の精度が有
為に高くなることが実験的に示されたため，これを
行動認識のための特徴として用いている．

4.3　時系列行動認識
次に，姿勢特徴を入力とした行動の認識を行っ

た．一般に，人物行動は一つの動作が行われる間隔
が行動ごとに異なるため一様な時間間隔で認識する
ことは困難である．そこで，時間的な変化を柔軟に
扱うことができる LSTM を導入した．LSTM は

図11　再帰的姿勢推定の処理

図12　再帰的姿勢推定結果
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RNNの基本的な構造はそのままに中間層のユニッ
トを LSTM ユニットに置き換える （15）．LSTM ユ
ニットはメモリセルと三つのゲート構造から構成さ
れ，それぞれのゲートは現時刻の入力と前時刻の中
間層の出力を入力に 0から 1までの値を出力する．
それぞれのゲートの値をユニットへの入力，出力，
メモリセルに保持されているデータに掛けることで
制御を行う．このユニット構造により，長期間の系
列データの反映を可能にしている．見守り用途にお
ける行動認識を考慮した場合，ベッド上で起床した
後に次の動作が連続して発生する，ベッドに座って
いる状態から立ち上がり移動する，等のように行動
遷移の時系列的な関係を捉えることが重要である．
LSTMは，フレーム間の短期間における時系列的関
係のみならず，長期間の系列データを反映できるた
め，有効な手段となる．LSTMは学習の際にある決
められたフレーム数までを連続した系列情報として
学習し，その後保持している系列情報を解放してか
ら新たに系列情報を入力し学習を行う．すなわち，
考慮する系列情報の長さを系列情報の解放を行うこ
とによって制限することができる．この系列情報の
長さはタスクによって様々だが，本手法では，遷移
する行動ラベルの数を基に系列情報をメモリから削
除をしており，行動間で意味があると考えられる時
系列情報のみを考慮するように学習している．
LSTMは過去の処理結果を再帰的に入力すること

で入力を時間的に解析する手法で，内部に結果を蓄
積する構造を持つことで長期間の記憶を参照できる
が，参照するデータ量が増えると過学習が起きやす
くなる欠点が存在する．そこで，行動間の遷移を考
慮した学習手法を提案した．この手法は学習時に行
動の切り替わりを基準に入力動画像を分割し，学習
することで行動の変化を捉えながら行動ごとに適し
た時系列関係を学習する．また，LSTMは 1フレー

ムずつ入力を受け付けるため認識できる行動の長さ
に制限がなく，入力を逐次処理できる．この特性
は，見守りなどの長時間行動を認識し続けることが
必要なシステムに適していると考えられる．
TUM Kitchen Data Set （16）に対し，本手法による

行動認識実験を行った．TUM Kitchen Data Set は
4視点から25 fpsで同時撮影されたRGB画像とモー
ションキャプチャによって得られた正確な三次元関
節位置情報を含むデータセットである．行動クラス
は九つのクラスが付与されており，5人の異なる被
験者によって動画像が作成されている．映像中には
一人の人物がキッチンの中で連続的な行動を任意の
順序で行っており，学習に用いるために手動で事前
に行動ごとに分割を行った．今回の実験では5人の
うち4人の動画像で姿勢推定器や行動認識器の学習
を行い，残り一人の動画像に適用することで九つの
行動クラスに対する認識精度検証を行った．データ
セット内の動画像には，フレームごとに正解の行動
ラベルが付与されており，これを行動認識の
ground truthとした．各フレームにおいて認識した
行動クラスが ground truth の行動クラスと一致した
場合を認識成功，それ以外を認識失敗として精度を
求めた．その結果，80％程度の認識精度を実現した．
行動認識結果の例を図14に示す．図中の緑字が

正解行動のラベル，赤字が推定された行動ラベルを
表している．それぞれ，左の図が“Opening a 
door，”右の図が“Carrying while locomoting”の
行動となっており，両方とも正しく認識ができている
ことを示している．また，図中の赤い点はデータセッ
ト中に含まれる関節点の位置，それらを結んだ直線

図13　姿勢特徴抽出と時系列行動認識の概要

図14　�TUM-Kitchen データセットにおける行動認識の
例（緑字：正解行動ラベル，赤字 : 推定された行動
ラベル）
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は関節点から構成される人物骨格情報を表している．

4.4　行動認識のためのデータセットについて
行動認識のためのデータセットは幾つか公開さ

れ，利用可能となっているが，その多くは生活行
動を長時間記録したようなものではなく，特定の
動作を動画像単位で撮影したものが多く，各動画
像に含まれる一つの行動を認識する，という課題
設定となっている．見守り用途では，ベッドやそ
の周辺で想定される様々な行動（起床，離床，転
倒，ベッドからの転落，徘徊）及びその時系列の
関係までも記録されたようなデータセットが望ま
しいが，現状では各研究機関が独自にデータセッ
トを作成して研究を進めているような状況であり，
データの共有には至っていない．また，今回，見
守り用途で活用が進んでいる広角レンズカメラの
映像での画像処理技術を一部紹介したが，広角レ
ンズカメラ映像，更には夜間の見守りに必要な赤
外線カメラの映像などを含んだデータセットも今
のところ見られない．プライバシーの問題もあり，
上記のような要件を満たしたリアルなデータの収
集及び公開は難しいのが現状であるが，オープン
イノベーションを加速するためにも，世界中の見
守りシステムの研究開発者が自由に用いることの
できるデータセットの登場が待たれる．

	5� おわりに
本稿では，視覚による見守りシステムに関連する

画像処理技術として，対象人物の検出，姿勢推定，
行動認識に関する技術について述べた．個々の技術
に関しては，近年，深層学習の活用により，目覚まし
い進化を遂げているが，見守りシステムとして，個々
の技術をシームレスにつなぐ点において，いまだ課題
がある．今後，この分野における機械学習，特に深
層学習の利活用はますます進むであろう．一方で，
特定の個人の状況に応じて，認識システムが適応し
て精度を向上させるような仕組みについても合わせ
て検討する必要がある．プライバシーの課題はあるも
のの，ほかのセンサに比べて詳細な人の状態認識に
つながる有益な情報を含む画像による見守りシステ
ムに対する期待は，今後より高まっていくであろう．
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小特集 みんなをまもる見守りシステム

	1� はじめに
少子高齢社会の代表的な課題として，認知症等に

よる徘徊高齢者の問題が顕在化している．平成 28
年 6月に警察庁が公表した「平成 27年中における
行方不明者の状況 （1）」によると，認知症が原因で行
方不明になった人は3年連続増加しており，昨年度
は1万 2,000 人を超えている．認知症等による高齢
者の行方不明を防止するためには，地域での見守り
体制の整備が重要とされており，全国的にも見守り
ネットワークの構築等の取組みが急がれている．
徘徊高齢者の問題解決を試みる ICT 利活用シス

テムとしては様々なものが提案されており既に実用
化されているものも多く存在する．主には「（1）
3G/LTE アクセス機能付きGPS 端末を携帯しても
らう方法」，「（2）BLE ビーコン端末を携帯しても
らう方法」，「（3）その他の独自ビーコン端末を携
帯してもらう方法」の三つに分類できる．
「（1）3G/LTE アクセス機能付きGPS端末を携帯

してもらう方法」はGPS 機能によって検出した端
末の位置情報を 3Gないしは LTE 回線を介して逐
次インターネット上のアプリケーションサーバに
アップロードする仕組みであり，既に複数の商用シ
ステムが存在する （2）， （3）．
筆者が複数の自治体等を訪問してヒアリングし

た限りにおいては，漏れなく（1）の GPS 端末を
携帯してもらう方法を導入しているか，若しくは導
入した経験を有していたが，端末が大きくて重た
い，バッテリーが長時間持たない，運用コスト（通
信費）が高いといった声も多く，十分な利活用が進
んでいないことが確認できた．また，GPS を活用
することから，ビル内や地下街等のGPS の電波が
届かない場所では十分な性能が期待できないことも
課題として広く認識されている．
一方，「（2）BLE ビーコン端末を携帯してもらう

方 法 」 は BLE（Bluetooth Low Energy： 別 称
Bluetooth 4.0, 若しくは Bluetooth Smart （4））仕様
に準拠したビーコン端末を高齢者等に携帯してもら
い，同端末が定期的に発信するビーコン情報を周辺
のBLEビーコン受信機器が受信・処理してインター
ネット上のアプリケーションサーバにアップロード
する仕組みである．近年 BLE による通信機能がほ
とんどのスマートフォンに標準実装されていること

地域におけるWi-SUNとスマートフォンの 
融合利活用による徘徊高齢者捜索支援システム
A Supporting System to Search for a Loitering Elderly with the Synergy of Community-
based Wireless Smart Utility Network and Smart Phones

荘司洋三 Yozo Shoji †

†   国立研究開発法人情報通信研究機構，小金井市
   National Institute of Information and 
Communications Technology, Koganei-shi, 
184-8795 Japan

Summary 筆者が提案する，地域におけるWi-SUN（Wireless�Smart�Utility�Network）デバイスとスマートフォン
の融合利活用による徘徊高齢者捜索支援システムについて解説する．Wi-SUNはスマートメータや

HEMS（ホームエネルギーマネージメントシステム）等の応用を中心として，今後地域の無線インフラとして広く浸透する
次世代 IoT（Internet�of� things）用無線通信規格である．高齢者が携帯することを想定した，小形の無線タグの発信信号を
Wi-SUN準拠の無線ビーコン（Wi-SUNビーコン）とすることで，地域に散在するWi-SUN準拠の機器群を活用して構築可
能な徘徊高齢者捜索支援システムを提案している．同システムはWi-SUNタグを携帯する高齢者の活動エリアをリアルタイ
ムに特定できることに加え，行方不明高齢者等の捜索シナリオにおいて，地域住民が参画・協力しやすいシステム設計とし
ている．より具体的には，Wi-SUNビーコンを受信・処理可能な固定Wi-SUNルータと，USB型のWi-SUNモジュールを
スマートフォンに接続するだけで実現可能なスマートフォン型モバイルWi-SUNルータを開発し，誰でも簡単に捜索対象と
なっている高齢者の活動エリア特定に貢献できる仕組みを実現した．また，「見かけたらタップ」ボタンを搭載したスマート
フォン用アプリケーションを開発して，直接高齢者に対して「声掛け」することに躊躇する住民であっても，簡単に捜索に
貢献できる仕組みを実現した．最後に開発システムを活用して，千葉県香取郡神崎町の住民参加の下実施された，徘徊高齢
者捜索模擬訓練の様子についても述べる．

Key Words Wi-SUN，コミュニティ，徘徊高齢者，Wi-SUNビーコン
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から，結果として受信機器が遍在する環境とデバイ
スの低コスト化が同時に進み注目されている方法で
ある．各地で盛んに実証実験が実施されると同時に
一部には商用サービス開始の動きもある （5） 〜 （9）．
一方で，BLE 機器はその本来の仕様策定の経緯

から，実質的な電波の到達範囲が半径 10 m程度に
限られる．したがって，特に郊外等で広範囲にわ
たってビーコン検知サービスエリアを構築すること
は非現実的であり，徘徊高齢者等が通り掛かりそう
な場所にスポット的にビーコン受信機器を敷設する
方法が採られる．
本稿にて述べる「地域におけるWi-SUNとスマー

トフォンの融合利活用による徘徊高齢者捜索支援シ
ステム」は上述した（1）や（2）の諸課題を解決
する「（3）その他の独自ビーコン端末を携帯して
もらう方法」に該当する．（3）に該当する他の商
用システムも既に存在するが （10），筆者が提案する
方法は，スマートメータやHEMS用途を皮切りに
地域に浸透することが約束されたWi-SUNデバイ
スと同じ無線方式に準拠したビーコンを活用する点
が既存のシステムと大きく異なる．
Wi-SUN を用いる方法は，同無線方式を用いた

無線デバイスがインフラとして広く普及することが
見込めることから，将来的なサービスエリアの拡張
性やサービスの安定性・継続性を考えた場合，極め
て有効と考えられる．また本稿では詳細を解説しな
いが，見通し外の環境であっても電波の到達性能を
実質的に容易に延伸できる，マルチホップやメッ
シュネットワークの国際標準化活動がWi-SUNへ
の適用を想定して進行中である （11）．このような方
式を搭載したWi-SUNデバイスが普及すれば，マ
ルチホップによる実質的な電波の到達距離延伸のみ
ならず，メッシュネットワーク化による複数の通信
経路の確保によって，一部の通信リンクが不通と
なった場合にでも柔軟に通信経路を再構成できて，
災害等にも強い地域ネットワークを構築できる．
ところで，徘徊高齢者の捜索ネットワーク構築に

ICTを利活用しようとする動きはまだ十分に浸透し
ておらず，実際には徘徊 SOS ネットワークを構成
する方法が，地域に受け入れられている最も進んだ
方法と考えられる．
徘徊 SOS ネットワークの構成にあたっては，基

本は徘徊による行方不明者の家族等が最寄りの警察
署へ捜索依頼をするとともに，SOS ネットワーク
利用の申請をすることから始まる．警察署は地域包
括ケア推進課等に SOS ネットワークによる発見の
依頼をする．依頼を受けた地域包括ケア推進課等

は，関係機関（各区保健福祉センター等）への発見
の協力を依頼して，関係機関が行方不明者を発見し
た場合は，警察へ連絡することで一連の捜索がなさ
れる．捜索にあたっては，家族（警察経由）からの
要請があれば，ツイッターやメールの利用，防災行
政無線（屋外スピーカ），ケーブルテレビの放送電
話を活用する場合もある （12）．
このような状況下で，自治体や地域の社会福祉協

議会が重要視する徘徊高齢者の被害を拡大しない街
づくり施策としては，「声掛け」の勧めがある．街
の住民皆で高齢者を見守ることを目標とし，様子が
おかしい，道に迷っているように見える高齢者には
積極的に声を掛けられる地域社会を実現しようとす
る動きである．
「声掛け」によって実現しようとする街づくりは，
基本は ICT に頼らない街づくりだが，地域に浸透
する ICT によって，より「声掛け」がしやすい環
境や機会を提供する，若しくは若者らにとって比較
的敷居の高い「声掛け」に相当する貢献を可能にす
る ICTの提供は重要と考えられる．
本稿が解説する，Wi-SUN とスマートフォンの

融合利活用による徘徊高齢者捜索支援システムの開
発は，今後スマートメータ等の用途で普及と低コス
ト化が一気に進む無線通信規格Wi-SUNに準拠し
た無線デバイスと，既に全国平均普及率 62％を超
えているスマートフォン （13）を協調動作させて徘徊
高齢者の捜索に生かすシステムである．
また本稿の最後には，千葉県香取郡神崎町社会福

祉協議会の協力により実現した，同協議会主催「みま
もり声かけ体験〜徘徊高齢者捜索模擬訓練〜」 （14）に
て上記システムを試験的に利用した結果を紹介する．

	2� �Wi-SUNを活用した徘徊高齢者発見の基本的な仕組み

図 1にWi-SUNを活用した徘徊高齢者発見の仕
組みを示す．徘徊等が危惧される高齢者には家族ら
の勧めによりWi-SUNタグを携帯してもらうこと
を前提としている．
Wi-SUN タグからは，ネットワーク識別子であ

る PAN-ID（Personal Area Network-IDentifier）
に，高齢者見守りシステム専用の識別子が割り当て
られたWi-SUNビーコンが定期的に発信される．
高齢者の活動エリアや逆に高齢者が立ち寄るこ

とが危険とされるエリアに設置されたWi-SUN
ルータには，上記に該当する PAN-ID のWi-SUN
ビーコンを受信できる設定が施されており，Wi-



解説論文　地域におけるWi-SUNとスマートフォンの融合利活用による徘徊高齢者捜索支援システム 41

小特集 みんなをまもる見守りシステム

SUNビーコンを受信した場合には，これに含まれ
るデバイス識別子（MAC アドレス）に加えて，
Wi-SUN ルータがWi-SUN ビーコンを検出した際
の受信時刻と受信強度（RSSI：Received Signal 
Strength Indicator）の情報，ルータ自身のロケー
ション情報（GPS による緯度経度情報）を含んだ
IP パケットを生成して 3G/LTE 回線を使いデータ
収集クラウドに転送する仕組みとなっている．
インターネット上に構築された地域見守りアプ

リケーションサーバはデータ収集クラウドにアクセ
スして，複数のWi-SUN ルータから収集された
Wi-SUNビーコンの受信情報を集計処理して，Wi-
SUNタグの現在位置や過去の移動履歴を推定して

表示する機能，及び事前に登録された危険エリアへ
の侵入を検知して知らせる機能を提供する（図 2）．

	3� �Wi-SUNを活用した徘徊高齢者捜索支援システムの開発と基本的性能

Wi-SUN を活用した徘徊高齢者捜索支援システ
ムの実用性を検証するために実証システムの開発を
行った．図 3に開発したWi-SUNタグ（左）と固
定Wi-SUNルータ（右）の外観を示す．
Wi-SUN タグは図 4 に示したWi-SUN 準拠の

ビーコンフレームを定期的に発信する機能のみを有
しており，デバイス識別情報（発信元MACアドレ
ス）と，所属システム若しくはサービスの識別に用
いる PAN-ID を含んだ，必要最小限のMACヘッダ
情報のみで構成されたフレーム構造となっている．
なお，このような極めて短いフレーム構造

（34 Byte 長）を用いることはWi-SUNタグのバッ
テリー長寿命化にも貢献するが，実際にはフレーム
長以上に，ビーコンの発信頻度が大きく影響するこ
とが分かっている．開発したWi-SUNタグは，1秒

図1　Wi-SUNを活用した徘徊高齢者発見の仕組み

図2　Wi-SUNビーコンタグの現在位置と過去の移動履歴表示画面

図3　Wi-SUNタグ（左）と固定Wi-SUNルータ（右）
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単位での発信周期の任意設定が可能だが，毎秒発信
の場合で13日間，10秒間隔発信の場合には100日
間程度の継続動作を実運用にて確認している．
Wi-SUN を活用した徘徊高齢者支援システムの

性能として特筆すべき点は，まずはスマートメータ
用途を皮切りに地域に浸透するWi-SUNデバイス
と同じ無線方式に準拠したビーコンを活用すること
で，将来的に更なるデバイスの低コスト化が期待で
きる点，サービスエリアの拡張性や安定したサービ
スの継続性が期待できる点などが挙げられるが，近
年注目されている「（2）BLE ビーコン端末を携帯
してもらう方法」と比較した場合には，ビーコンの
到達性能が大きく異なる．
国内におけるWi-SUN 準拠の無線システムは，

ARIB 標準 T-108 （15）に準拠した 920 MHz 帯での
運用が義務付けられており，最大空中線利得 3 dBi
の制約下で空中線電力としては最大 20 mWでの運
用が求められる．このような法的制約の下，実際的
なアンテナ設置場所や設置形態も想定した上で，期
待できる実用的な通信距離がどの程度かを把握して
おく必要がある．
徘徊高齢者捜索支援システムとして開発したWi-

SUNタグと固定Wi-SUNルータ（図 3）の組合せ
を用いて，筆者が勤める情報通信研究機構内におけ
る見通し環境にてWi-SUNビーコンの距離対RSSI

特性を測定した．測定環境を図 5に示す．送受信
機をより高い位置に設置することで，高い受信強度
が得られることが自明であるが，Wi-SUN タグを
携帯する実際の運用状態を想定して，Wi-SUN タ
グ（送信機）の設置高を 1 m，Wi-SUNルータ（受
信機）の設置高を 1.8 mとして計測した．
図6に 2回計測を行った結果を示す．同測定環境

では最大 400 mまでの計測となったが，およそ自由
空間伝搬損失カーブに従う（距離の二乗に反比例す
る）RSSI 特性が確認された．なお同図から，距離
400 m地点において− 90 dBm以上のRSSI 値が得
られていることと，Wi-SUNルータの受信感度が
− 100 dBm以下であることが確認されていることか
ら，本機器構成における見通し環境でのWi-SUN

図5　Wi-SUNビーコンRSSI 特性測定環境（見通し）

図6　Wi-SUNビーコン距離対RSSI 特性（見通し）

図4　Wi-SUNビーコンフレームフォーマット
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ビーコン到達性能は1,000 m程度と推定できる．
次に同様の機器構成及び設置高の条件を用いて，

Wi-SUN タグと固定Wi-SUN ルータを見通し外環
境に設置した場合のRSSI 特性を確認した．図 7に
測定環境を示す．計測場所としては当機構の敷地内
を用いた．○マークで示した 5箇所（A〜E点）に
固定Wi-SUNルータを設置し，▽マークで示した
①〜⑨の位置にWi-SUNタグを移動・停止させた
場合の各固定Wi-SUNルータにおけるRSSI を計測
した．なおRSSI 測定では，Wi-SUNタグを所定の
位置に移動させた後，5分間静止状態にて受信ビー
コンの受信強度を観測し，受信された最大の RSSI
値を採用した．
図 8には各 A〜E点における固定Wi-SUN ルー

タでのビーコン受信強度の変動の様子を示す．各プ
ロット上部に括弧書きにて記した距離はWi-SUN
タグとWi-SUNルータ間の道路に沿った最短距離
である．計測不能であった場合にはプロットの代わ
りにNGと記述した．Wi-SUNビーコンの移動（設
置場所①〜⑨点への移動）に伴いコンクリート製の
建造物（4階建て高さ約 19 m）によって見通し通
信路が遮蔽されることから，当初見通し外では受信
強度の極端な減少が発生することを予想したが，見
通し外であっても多くの場合，道路や通路に沿った
反射伝搬によるものと見られる良好な受信特性が得
られることが確認された．

	4� �モバイルWi-SUNルータと徘徊高齢者捜索支援用アプリケーションの開発

USB 型のWi-SUNモジュールをスマートフォン
に接続するだけで実現可能なモバイルWi-SUN
ルータ，及びスマートフォン専用アプリケーション
を開発し，一般の地域住民等が携帯するだけで，簡
単に捜索対象となっている高齢者の活動エリア特定
に貢献できる仕組みを開発した．モバイルWi-SUN
ルータの外観を図 9に，スマートフォン専用アプ
リケーション起動画面の一例を図 10に示す．
モバイルWi-SUNルータはWi-SUNビーコンを

受信した場合は，固定Wi-SUNルータと同等の処
理を実行して受信Wi-SUNビーコンの情報をクラ
ウドにアップロードするが，捜索対象として登録さ
れた高齢者のWi-SUNビーコンを受信した場合に
は，スマートフォンの携帯者にリアルタイムに注意
喚起する機能を有している（図 11）．
注意喚起を行うにあたっては，まずは「80歳代の

男性が近くにいます．見かけたら声掛けをお願いし
ます（例）」の内容で「声掛け」を促す音声案内と
画面表示を行い，捜索対象となっている高齢者の特
徴を示す詳細画面が表示される仕組みを実装した．
特筆すべき特徴としては，画面表示には「見かけ

たらタップ」ボタンを備えることで，特に若者や声
掛けを躊躇しがちな人であっても，同ボタンさえ
タップすれば実際に「声掛け」をすることなく，捜
索の重要な参考情報となる「見かけた」情報をシス

図7　Wi-SUNビーコンRSSI 特性測定環境（見通し外）
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テム管理者に通知できる仕組みを実現した．
また，専用アプリケーションをインストールした

スマートフォンは，定期的に自身の位置情報を地域
見守りアプリケーションサーバに知らせており，
Wi-SUN の電波が届かない範囲までを含み，位置
関係から捜索対象として登録されている高齢者と出
会う可能性が高いと思われるスマートフォンの携帯
者を抽出して注意喚起と捜索協力依頼を行う仕組み
を実現した（図 12）．
上記仕組みにより抽出されたスマートフォンに

は，音声と画面双方での捜索協力依頼がなされると
同時に，捜索対象として登録された高齢者の当初の
行方不明場所（最終確認場所）と現在の自分の位置
関係を確認できる仕組みを実装した．

図9　モバイルWi-SUNルータの外観

図10　スマートフォン専用アプリケーション起動画面

図11　捜索協力依頼の画面例（Wi-SUNビーコン受信時）

図12　捜索協力依頼の画面例（Wi-SUNビーコン受信時）

図8　Wi-SUNビーコン受信強度特性（見通し外環境）
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	5� �千葉県香取郡神崎町における�捜索模擬訓練での活用

平成 28 年 3 月 27 日千葉県香取郡神崎町にて
“「みまもり声かけ体験」〜徘徊高齢者捜索模擬訓 
練〜”が，同町社会福祉協議会主催の下実施された
（図 13） （14）．

同訓練では 2名の徘徊高齢者役と約 30名を超え
る捜索役を買って出た町民参加の下実施された．徘
徊高齢者役の 2名にはWi-SUNタグ（10秒ごと発
信に設定）をポケットに入れてもらい，あらかじめ
決められた徘徊を模擬したルートを歩行してもらっ
た．なお，捜索役については 1〜6班に分かれても
らい，そのうちの半分に該当する第 3〜6班の人に
モバイルWi-SUNルータを所持してもらい捜索し
てもらった．
図 14 及び図 15 に捜索模擬訓練途中における状

態を可視化した画面（管理者画面）の一例を示す．
道路に沿って描かれた赤線は，同時間帯に徘徊役が
移動したと推定される，既定の徘徊ルート（一部）
を示している．これらの画面には今回の捜索模擬訓
練を実施するにあたって町内 8箇所に設置された
固定Wi-SUNルータの位置が赤いピンマークで示
されている．同ルータがWi-SUNビーコンを受信
した場合にはその受信強度（RSSI）が表示さると
同時に，ビーコン端末（徘徊高齢者）の推定位置と
推定精度を考慮した半径 100 mの円が併せて表示

される．
なお，固定Wi-SUNルータの設置場所となった

人が常駐する一部の店舗等にはモバイルWi-SUN
ルータも固定設置した．これにより，捜索対象とし
て登録された高齢者が近くを通り掛かった場合に
は，音声案内で店舗内のスタッフらに注意喚起を行
い，仕事の手を休めて店舗の外に出て「声掛け」に
参加できる仕組みを実現した．
図 14（10 : 55 時点）の画面では，店舗（小川米

菓）に設置された固定Wi-SUN ルータのみがWi-
SUN ビーコンを検出している状況を示しており，
同ルータ設置場所を中心としてWi-SUNビーコン
が届く範囲に捜索対象として登録された高齢者が存
在していることを示している．また図 15（11 : 00
時点）では，同高齢者がふれあいプラザ付近まで移
動して，同施設内に設置された固定Wi-SUNルー
タ（赤いピンマーク）と，同時刻にこの近辺に偶然
居合わせた捜索役が携帯するモバイルWi-SUN
ルータ（青いピンマーク）も同時にWi-SUNビー
コンを検出している状況を示している．
開発したシステムでは，固定・モバイルに関わら

ず全てのWi-SUNルータが受信したWi-SUNビー
コンの受信強度を総合的に考慮して，Wi-SUN タ
グの位置を推定する手段を採用しており，図 15に
示した状況のように，捜索対象として登録された高
齢者の位置を表すマークが，適切に既定の徘徊ルー
ト上を指し示していることが分かる．
図 16には「見かけたらタップ」ボタンの操作に

よって実際に集まった情報の可視化画面（管理者画
面）の一例を示す．先述したように，同ボタンは
「声掛け」に躊躇する住民であっても捜索に貢献し
やすくするための機能であるが，今回の模擬訓練に
おいては捜索役の参加者に「声掛け」と同時に同ボ
タンの押下もお願いした．同図から分かるように，
特定の捜索対象として登録された高齢者の目撃情報
がタイムスタンプ付きでリアルタイムに画面表示さ
れることが確認できた．このような結果を把握する
ことで，捜索対象として登録された高齢者が，今後
どの辺りに移動する可能性が高いかを予測して，効
率的に捜索専用のスタッフを派遣することも可能と
考えられる．
なお高齢者の現在位置や見かけた情報の集約画

面は，モバイルWi-SUNルータを携帯していれば，
捜索役の参加者もリアルタイムに参照可能であった
が，今回の模擬捜索訓練においては，ほとんどの捜
索役としての参加者自身も高齢者であり，スマート
フォンの操作自体に戸惑いを見せる姿も多く，活用

図13　�千葉県香取郡神崎町における「みまもり声かけ体験」
～徘徊高齢者捜索模擬訓練～�（14）
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図15　�捜索模擬訓練中における状態可視化画面（管理者画面）の一例（モ
バイルWi-SUNルータによるビーコン受信情報あり）

図16　「見かけた」情報の集約画面（管理者画面）一例

図14　�捜索模擬訓練中における状態可視化画面（管理者画面）の一例（モ
バイルWi-SUNルータによるビーコン受信情報なし）
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することは困難な状況であった．

	6� まとめ
筆者が提案・開発したWi-SUNデバイスとスマー

トフォンの融合利活用による徘徊高齢者捜索支援シ
ステムについて解説した．開発したWi-SUNタグ
とWi-SUNルータを用いて行った，見通し環境及
び見通し外環境におけるWi-SUNビーコンの到達
性能について計測を行った結果，見通し環境では実
測にて 400 m，推定にて 1 km近いビーコンの到達
性能が得られることを確認した．また，ビルに遮蔽
された見通し外環境であっても，周辺に反射体とな
る建物がある場合には，通路や道路に沿った到達性
能が得られることを示した．
徘徊高齢者捜索への地域住民の参加を促す仕組

みとして，高齢者への直接の「声掛け」に躊躇する
若者や手を離せない業務中の人であっても捜索活動
に貢献できる仕組みとして，捜索対象として登録さ
れた高齢者らしき人を見掛けた場合に「見かけたら
タップ」ボタンを押す程度の，協力参画の敷居が低
い方法をスマートフォン専用アプリケーションとし
て実現した．
開発実証システムを千葉県香取郡神崎町にて実

施された徘徊高齢者捜索模擬訓練で使用することに
より，徘徊役高齢者のおおむねの行動をほぼリアル
タイムに捉えることが可能である点を確認できた
が，より大きな効果としては，モバイルWi-SUN
ルータを携帯している捜索協力者に対して，自らの
近傍に捜索対象となる高齢者が存在することの注意
喚起を音声や画面表示で行うことが，「声掛け」を
勧める上でも有効である点が確認できた．また「見
かけたらタップ」ボタンの押下により収集された管
理者画面についても，これを基に捜索に直接関わる
自治体職員等がエリアを絞って効率的に捜索専用の
スタッフを派遣できる点で有効であることが確認さ
れた．
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（3）  ソフトバンクみまもりGPS，http://www.softbank.

jp/mobile/service/mimamorigps/
（4）  Bluetooth Low Energy, https://www.bluetooth.

com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-
technology-basics/low-energy

（5）  神戸市ドコモ見守りサービス（実証事業），http://
www.city.kobe.lg.jp/information/opendata/ble-
mimamori.html

（6）  ニュースリリース〜ALSOK が「地域の見守りネッ
トワーク構築」を支援〜，https://www.alsok.co.jp/ 
company/news/news_detai ls.htm?cat=2&
id2=782

（7）  （株）リクルート住まいカンパニーBeacon を活用し
た子どもや高齢者の見守りサービス「COCOMO」，
http://www.recruit-sumai.co.jp/press/2016/08/
cocomo-kawaguchi.html

（8）  （報道資料）全国初！市全域ですべての小中学生を見
守る「見守りサービス実証実験」を実施します〜箕
面市と株式会社 otta が協定を締結しました〜，
https : / /www.c i ty.minoh. lg . jp /edush ien/
houdou/20160204houdou.html

（9）  ベイシスイノベーション，東電とソフトバンクと共
同で地域課題解決型インフラサービス検討プロジェ
クトを実施，https://iotnews.jp/archives/15002

（10） SANフラワー見守りサービス，http://www.anshin-
anzen.com/san-flower/

（11）  IEEE 802.15 WPAN Interest Group L2R （IG L2R） 
Layer2Rout ing,   ht tp : / /grouper. ieee.org/
groups/802/15/pub/IGL2R.html

（12） 千葉市徘徊高齢者 SOS ネットワーク，https://
www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hokatsucare/
sosnet.html

（13） （総務省発表）平成 27 年通信利用動向調査の結果，
h t t p : / /www. s o umu . g o . j p /menu _ n ew s /
s-news/01tsushin02_02000099.html

（14） 神崎町「みまもり声かけ体験」〜徘徊高齢者捜索模
擬訓練〜のお知らせ，http://www.kozaki-shakyo.
jp/news_detail.php?no=3613

（15） ARIB STD-T108，“920 MHz 帯テレメータ用，テレ
コントロール用およびデータ伝送用無線設備，”
2012．

荘司洋三 （正員：シニア会員）
国立研究開発法人情報通信研究機構
ソーシャルイノベーション推進研究室
室長．1999 郵政省通信総合研究所に
入所．以降，ミリ波通信システム，光
通信システム，有無線統合ネットワー
ク等の研究開発に従事．60�GHz 帯を
用いるWPANシステムの IEEE 標準
化活動においても新たなチャネルモ
デ ル（TSV モ デ ル：Shoji-Sawada-
Salah-Valenzuela モデル）を提案し採択されるなどの貢献を残す．
2007本会エレクトロニクスソサイエティ賞，2008文部科学省若
手科学者賞各受賞．
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～古代からの国際港 「博多」 と黒田官兵衛・長政親子が開いた城下町 「福岡」 ～「福博探訪」 

� 1 �はじめに
ここ数年，「食べ物がおいしい街」として注目されて
いる博多の街．本稿では，地元出身の筆者の視点から，
城下町福岡と港町博多の文化，歴史などを紹介してみる．

� 2 �福岡の位置とアジア
図 1は福岡を中心とした東アジアである．ソウルは
大阪より近く，上海・大連は東京とほぼ等距離，東南
アジアへは東京よりも 1,000 km 近い．航空機の所要
時間は，成田経由で都心からの所要時間を比較すれば，
2～3時間は近い．博多の南には，かつて朝廷の外交拠
点「とおのみかど」大宰府が置かれ，その迎賓館施設
「筑紫館」（その後「鴻臚館」）が現在の福岡市中心部近
くに置かれた （1）， （2）．今も博多港には国際航路の旅客船
やコンテナ船が発着し，人と文化が行き交う．国際港
博多は古代から現代に至るまで，大陸との交易，文化・
人的交流の拠点として大いに栄えてきたのである．

� 3 �福岡と博多
市・県の名前は「福岡」，JR の駅は「博多」で空港

名は「福岡」，西鉄天神大牟田線のターミナル駅は「福
岡（天神）」，港は「博多港」で「福岡市港湾局」が管
理しているのだからややこしい．福岡市は明治 22 年
（1889 年）に市制施行するが，その命名については大
論争があった．「福岡市」で誕生したものの，翌年の市
会で「博多市」への市名変更が提案され，激論の末に
採決すると賛否同数．議長（正確には議長代理者）裁
定で否決された （2）．時を経ること 90年余り，1972 年
には札幌，川崎とともに政令指定都市となり，行政区
「博多区」が誕生．公式地名として「博多」が復活した．
そもそも「博多」は歴史ある地名で，平安期にはそ
の名が見える （1）．一方「福岡」は筑前藩主黒田長政の
居城周辺を開発整理した城下町を黒田氏が名付けたも
のである．しかし中洲以東の博多市街は引き続き「博
多」と呼ばれ，昔も今も商店・商社が立ち並ぶ商業地
である．ここは京都と同じく豊臣秀吉の「町割り」に
よる区画がよく残っている．この「博多」と「福岡」
は那珂川が境界（中洲は博多側）の隣町であり，言葉
も若干異なっていたという．
で，結局現在における「博多」と「福岡」の地名の
使い分けはどうかというと，地元民の視点からは以下
のようになる．狭義から広義に順に挙げてみる．

「博多」の用法
①博多旧市街を指す．
②県名と区別する意味で福岡市または福岡市近郊を
指す．
ただし地元民としては②を積極的に用いない．②は
市外や遠方からの訪問者の用法として認識している．
筆者は東区出身で博多旧市街のかなり郊外だが，「出身
は？」と聞かれれば「福岡市です」と答える．真の「博
多っ子」とは博多祇園山笠（後述）に代表される博多
の伝統行事に関わる①の人々なのである．が，「太郎丸
さんは博多っ子？」と問われれば「まあ，そうですか
ね」とか答えている．筆者の出身校である福岡高校は，
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Its geographic location close to the Korean 
peninsula and China have kept Fukuoka City a 
center for commerce and culture for over two 
thousand years, and it continues to develop 
today as the center for government, economy 
and culture in the western Japan and Kyushu 
regions. Situated on the north coast of 
Kyushu, the city is the seat of the Fukuoka 
prefectural government. It is the fifth-largest 
city in Japan in terms of population, with 
about 1.55 million residents.

Fukuoka Airport, only ten minutes by subway 
from downtown, is a hub for air travel, served 
by twenty-six domestic and twenty 
international routes. Fukuoka also boasts 
Hakata Port, the largest international port in 
Japan; Hakata Station for the Shinkansen 
bullet train service; and the Urban 
Expressway network. With twenty 
universities and colleges, Fukuoka City also 
has the third-highest ratio of students in 
Japan, following only Kyoto and Tokyo.

Fukuoka City offers world-class shopping and 
outstanding local and international cuisine, yet 
with mountains and beaches close at hand. The 
city is also rich in historical artifacts and 
sites, including the Gold Seal (a national 
treasure) and many temples and shrines, 
including the first Zen temple in Japan, 
Shofuku-ji. 

Fukuoka also offers an array of cultural and 
entertainment facilities such as historical and 
art museums, and theaters. The Fukuoka 
SoftBank Hawks professional baseball team 
and the Avispa Fukuoka professional soccer 
team are based here, and the national sumo 
wrestling tournament is held here each 
autumn. The people of Fukuoka love festivals, 
welcoming tourists from across Japan and 
internationally to the Hakata Dontaku and 
Hakata Gion Yamakasa festivals, and the 
month-long Asian Party events. 

Fukuoka City has been selected as the “most 
livable city in Asia” three times by Asiaweek 
magazine, and in 2006 Newsweek placed it on 
its list of the ten highest-growth cities in the 
world. Monocle, a British international 
lifestyle magazine that publishes a list of the 
25 most livable cities in the world every year, 
ranked the city as the 7th most livable city in 
2016, above Sydney, Kyoto and Zurich.
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図 1　福岡と東アジア

～古代からの国際港「博多」と黒田官兵衛・
長政親子が開いた城下町「福岡」～

「�福博探訪」
福岡大学　太郎丸　真　Makoto Taromaru   

街

探訪
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およそ百年前から博多旧市街に位置する高校（図 2）
だから，大目に見て頂きたい．つまり福岡高校が「博
多」にあるわけで，これまたややこしいことである．

「福岡」の用法
③福岡市を指す．
④福岡市と周辺市町（福岡都市圏）を指す．
⑤福岡県を指す．
博多とは異なり，天神以西の旧城下町を意識し博多
と区別する意味で「福岡」を用いることは限られる．
いや，城下町福岡を代表する高校で黒田の藩校にルー
ツを持ち，首相も輩出した修猷館高校出身者に聞けば，
別の答えが返ってくるかもしれない．
要するに使い分けは地元民でも曖昧模糊としている．
本記事でも曖昧に使い分けているので御容赦頂きたい．
なお，両方に配慮した呼称として「福博の街」という
言い方もある．

� 4 �古代から飛鳥時代の博多
福岡には古墳や遺跡が多い．中国の正史の一つ「魏
志」ほかに記述のある 1世紀頃の古代都市国家「奴

な

国」
は，現在の博多区から春日市を中心とする地域であっ
た （1）．漢王朝に朝貢して「漢委奴國王」の金印を授かっ
たとの記述が後漢書にあり，その金印が江戸時代に東
区の志賀島から出土している．西区から糸島市にかけ
ては，やはり魏志に記述のある「伊都国」があった （1）．
これらは日本に稲作が伝来した地であり，博多区の板
付遺跡は日本最古の稲作の遺構である．弥生時代はこ
の地から始まった．大和朝廷による近畿政権が確立す
ると，博多の南に大宰府が設置され，大陸や国内との
交易で栄える．遣隋使，遣唐使などは博多港から出国
したので （1），「日出る処の天子」の国書を携えた小野妹
子も博多港から渡航したはずだ．博多は古代から日本

の玄関で，大陸の最先端の文物を日本で最初に触れら
れる地であり，それは平安・鎌倉以降も続くのである．

� 5 �
記紀伝説ゆかりの神社と
留学僧が開いた仏教寺院

博多で最も格式が高い神社は香椎宮（東区），次いで
筥
はこざき

崎宮（東区）であろう．
香椎宮（図 3）は万葉集巻六の詞書に「香椎廟」と
して見える神社で，仲哀天皇と神功皇后を主祭神とす
る．上記万葉集には大伴旅人（大伴家持の父）ら大宰
府へ赴任してきた官人の歌三首があり，香椎宮の頓宮
境内に歌碑がある（図 4）．古事記，日本書紀（以下，
記紀）によれば，香椎の地は仲哀天皇・神功皇后が朝
鮮半島出兵の際に行宮を置いたが，天皇は香椎で没し
たという．廟が建立されたのは 8世紀初頭で創建当時
より朝廷の崇敬が厚く （2）， （3），現在も 10 年ごとに宮内
庁から勅使を迎え勅祭が斎行される「勅祭社」である．
図 3のバス停名は「勅使道」である．記紀の記述は伝
説の域を出ないが，4，5世紀に我が国が朝鮮半島へ軍
事介入したのは史実であるから，博多湾沿岸の香椎周
辺に前線基地を置いたというのは確からしい話である．
筥崎宮は元寇ゆかりの神社である．鎮座は平安時代と

のことだが，元寇の際は戦勝を祈願した醍醐天皇や亀山
上皇の宸筆とされる「敵国降伏」の文字が納められた．
これを写した額が，楼門に掲げられている（図5）．

�

図 2　�福岡高校校舎（福岡県有形文化財）（左）と車寄せ前
ロータリーを一周する博多祇園山笠千代流（右）

�

図 4　香椎宮頓宮の万葉歌碑と三條實美揮毫の碑文

�

図 3　楠並木の香椎宮参道と境内（楼門は国指定重文）
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ところで，遣唐使は博多経由で渡航・帰国したこと
が多く，多くの文物が博多にもたらされた．その代表
的なものが平安から鎌倉にかけて伝わった仏教文化で
ある．博多区御

ご く し ょ

供所には空海が開いた東長寺があり，
山門脇に「密教東漸日本最初霊場」との石碑がある．
その近くには臨済禅を学んだ栄西が帰国後開山した聖
福寺があり，後鳥羽上皇の宸筆「扶桑最初禅窟」の勅
額がある（図 6）．早良区から佐賀県側にかけての脊振
山麓には，栄西が持ち帰った茶の種を栽培した日本最
初の茶畑とする場所がある．聖福寺の近く，承天寺も
留学僧，円爾（聖一国師）の開山で，うどん，まんじゅ
うの製法を伝えたという．承天寺境内には「饂飩，蕎
麦発祥の地」を刻んだ石碑がある（図 7）．博多から広
まった大陸由来の日本文化は少なくない．
ちなみに博多っ子のソウルフードはラーメンよりもう

どんである．恐らくラーメン店よりうどん店の方が多い．
博多うどんの自慢は昆布と青魚などの削り節でとった出

汁のうまさである．柔い麺を出す店が注目されるが，コ
シのある讃岐の麺を出す店もある．が，スーパーのゆで
うどん麺は柔麺である．ついでに博多ラーメンは麺のゆ
で加減を指定できるが，「バリカタ」は邪道であると筆
者は思う．適度にスープの絡む「普通」または「カタ麺」
こそ，ラーメン店の大将お勧めのゆで加減なのだから．

� 6 �元軍との本土決戦の地
元寇の遺構や遺物は市内各所に残り，その代表が元
寇防塁である．図 8は早良区西新のものだが，これ以
外に当時の海岸線（現在の海岸線は埋め立て等で沖側
に移動）数箇所に残っている．日本軍が苦戦し博多が焼
け野原になったという最初の侵攻「文永の役」後，鎌倉
幕府の命で九州などの御家人が築いたこの防塁は，2度
目の侵攻，弘安の役で本土防衛に大いに役立った （1）， （2）．
日本軍の反撃に元軍は長崎県の鷹島に退却，そこに暴風
雨が吹いて壊滅したのである．なお，市内には「蒙古
塚」など，元軍の戦死者を弔うものが複数残っている．
これは博多湾や沿岸で元軍が多くの戦死者を出したこと
を意味する．防塁だけでなく，幕府や九州の武士たちは
前回の教訓をよく研究して戦術に生かしたようで，元軍
は前回のように進撃ができなかったのである．

� 7 �博多の文化と気質
博多っ子が自他共に認めるのが「熱しやすく冷めやす

い」「新しい物好きで，よそ者を歓迎する」といった，
「あけっぴろげで人のいい」気質と，「芸能好きで目立ち
たがり屋，お調子者が多い」などの気質である．これら
は古代から海外の最先端文化を受け入れ続けたことで，
「人とモノの交流こそが街を発展させ富を生む」という
経験則が博多人に染み付いているからなのだろう．
福岡における「新しい物好き」の例が建築や内装の
デザインである．東区の香椎浜地区には，バルセロナ
のガウディ作品を想起させる個性的な集合住宅建築群
がある（図 9）．ちなみにバルセロナのサグラダファミ

�

図 5　筥崎宮楼門と扁額．一ノ鳥居は黒田長政寄進

�

図 6　「扶桑最初禅窟」聖福寺山門

�

図 8　早良区西新の元寇防塁

�

図 7　承天寺の饂飩・蕎麦（左）発祥，御饅頭所（右）の石碑
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リア教会の建築で，アートディレクターを務める外尾
悦郎氏は福岡市出身である．また天神地下街は，デザ
イン性の高さが博多っ子の自慢である（図 10）．石畳
の通路とダークブラウンの唐草模様の欄間状天井は 19
世紀のヨーロッパ調．通路から見た店は劇場の客席か
ら見た明るい舞台に見えるべくデザインされている （4）．
これは開業当時からのもので，その斬新さと洗練され
たデザインは 40年の時を経た今も色あせない．
芸能好きの気質も文化的背景から形成されたのだろう．
人口の割には福岡市とその周辺出身の芸能人は多いよう
に思う．筆者の小中学校の同級生に俳優の松重豊がいて，
女優の床嶋佳子は小学校の後輩で，シンガーソングライ
ターのYUIの出身小学校の校区内に筆者は住んでいる．

� 8 �博多人のファッション
博多の女性は素敵な人が多いとよく言われるが，男
性がおしゃれだと言われることは少ないように思える．
これを少し考察してみよう．まず文化的側面である．
ファッションを，博多の女性はよく研究し工夫してい
ると思う．庶民的な価格の服飾をバランス良くまとめ，
個性を主張する「おしゃれ」を恥ずかしがらない．新
たなもの取り入れるのに躊躇しない気質は，ファッショ
ンに良い影響を与えているのであろう．ちなみに，女
子生徒の制服にセーラー服を日本で最初に採用したの
は，南区にある福岡女学院である．しかし文化的な理
由ならば男性も評価が高いはずだが，そうでもないの
はなぜだろうか．最も大きい要因は人口構成であろう．
後述のように福岡市の人口構成は，若い女性の比率が
顕著に高い．したがって男性よりも女性の方が目立っ

ているのだろう．

� 9 �福岡の人口構成
博多の街を歩いていると「少子高齢化」がピンとこな

い．福岡市のホームページやWikipedia などをひも解く
と18歳～20歳代の人口比が顕著に多く，22歳～30歳
の女性人口が多い．福岡市が大学，専門学校を中心とし
た学園都市で，大学を卒業したら東名阪などへ出て行く
男性が多いということだろう．福岡市の人口は，政令指
定都市でトップの増加を誇るが，ここ20年以上周辺市
町村との合併は行っておらず，出生率も御多聞に漏れず
低い．つまり転入によって増加しているのである．

� 10 �むすびに代えて
最後に筆者が帰宅途中に妻の「お使い」で立ち寄る
スーパーで購入した食材の写真を，図 11 に挙げてお
く．高級イチゴあまおうも，産地で B級品を旬に購入
するとこの値段である．刺身は青魚がうまい．以上，
少々お国自慢が過ぎたかもしれないが御容赦頂きたい．

■�文献
（1）  川添昭二，岡藤良敬，梶原良則，武末純一，福岡県
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1987東工大大学院修士了．同年九州松
下電器株式会社入社．その間1997九工
大大学院博士後期満期退学．その後九産
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�

図11　福博庶民の食卓を彩る新鮮な食材．イチゴは188円

�

図 9　�香椎浜の個性的な集合住宅建築群．右の写真左右の
黒い建物も 2階以上は集合住宅で 1階が店舗

�

図 10　天神地下街の唐草天井と石畳
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 1．はじめに
私が最初に配属された松下電器産業株式会社

（現：パナソニック株式会社）の無線研究所は，世
の中を変えようと挑戦する人たちばかりが集まった
500 名の技術者集団であった．挑戦的な環境の中
で，人に指図されることもなく，ごく自然に次々と
新しい技術に挑戦できたことは幸運だった．
40年間の研究開発生活において，10数件の新規
プロジェクトを起案し，このうち 10件の技術テー
マを実現させ，四つの新規事業を興し，ほかに一つ
の新規事業の設立時に技術面から貢献できた．この
中にはカメラの手振れ補正，ジャイロセンサ，海賊
版防止ディスク，ディジタルテレビ放送方式など
人々の暮らしや事業の基礎要素となる技術も含まれ
ている．そして，これらの業績に対して，紫綬褒章
を賜わることができた．もちろん，これは上司，同
僚にも恵まれたおかげである．
通常，このような栄誉は，技術者に対する最後の
御褒美である．
そこで，私はこれまでの感謝の気持ちを込めて，
若手の技術者を育成する塾活動（通称，大嶋塾）を
社内で始めた．数十名の若手技術者を育成したが，
最近の新入社員は我々の時代に比べると優秀であ
り，実のところ，逆に教えられることも多かった．
一番大きかったのは，若手とともにインターネッ

トに関わる分野に取り組むことで，私の研究者とし
ての寿命が伸びることになった．インターネットは
“文化”であって，若い頃から慣れ親しんでいない
と，インターネットに関する新しい技術やサービス
の発想は出てこない．私を含めて年輩者は大概はこ
こで脱落する．
私は若い塾生と日々の塾活動の中でインター
ネットについて議論をするうちに，次第にその文化
が分かるようになった．その結果，後述するイン
ターネット関連事業であるスマート家電，クラウド
連携サービス事業や，Link Ray 事業を生み出す新
しいプロジェクトが生まれることになった．
塾生自身も成長し，ベンチャー企業を興した者，
クラウドファンドで自分の製品を事業化した者，社
内の新規事業のリーダになった者などいろいろな人
材が花開いた．
実は私にとってGM（General Motors）のチャー
ルズ ケタリング（Charles F. Kettering：1876～
1958）が人生のお手本である．若い頃，彼の伝記
を読み，彼のような多分野型発明家を目指した．ケ
タリングはセルモータやアンチノック剤などの優れ
た発明をした著名な発明家である．“Professional 
Amateur （1）”というのが，彼の代名詞である．つ
まり，自分にとって専門でない新規分野に次々と取
り組み，素人ならではの先入観がない素直な視点を
大事にしながら歴史に残る新しい技術を次々と生み

　　パナソニック株式会社
京都大学特命教授

大嶋光昭
 Mitsuaki Oshima

シリアルイノベーターとしての
40年間の技術者人生
大嶋光昭 　
�パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社イノベーションセンタースーパーバイザー，工博．
京大大学院工学研究科特命教授，（公財）京都高度技術研究所フェロー．1974松下電器産業株式会社（現・
パナソニック株式会社）入社．2005同社理事，本社R&D部門技監．パナソニックの家電・デバイス・B2B
事業分野における基本特許の発明を行い，この技術の開発推進と事業化を数多く成功させている多分野型発
明家．有効な登録特許の件数は海外特許を含めると1,300件以上．2004紫綬褒章受章，2003恩賜発明賞，
2007大河内記念生産賞，2008経済産業大臣発明賞，2012市村産業賞貢献賞各受賞．著書：大嶋光昭「「ひ
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規事業創出へ工学知を創造する8人�─」（オーム社，2013）．
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出していった．彼は人生の後半，若い人の教育に力
を注いだようである．彼の伝記には描かれていない
が，彼が指導した弟子たちは，彼の志を継いで成果
を上げたことと思う．もちろんケタリングに及ぶべ
くもないが，幾つかの発明を事業化し，若手技術者
を育成できたことは，自分としては充実した発明家
人生であったと思う．また，これまで連続的
（Serial）に新しい技術を開発してきたことからイ
リノイ大学のブルース ボジャック（Bruce Vojak）
教授から「シリアルイノベーター」として取材を受
けた （2）， （3）．以下で，技術開発の代表的な取組みを
述べ，筆者のシリアルイノベーターとしての 40年
間を御紹介したいと思う．

 2．生い立ち～大学まで
私は京都で長年続く商家に育った．
祖父は大阪にある髙島屋本社の営業責任者をし
ていたので，店の経営を祖母に任せていた．祖母は
先見の明と商才があり，店は年ごとに大きくなって
いった．長男の長男である私に店を継がせようと
思ったのか，老舗に伝わる商売訓をいつも教えてく
れた．少しは商売のセンスを身に付けることができ
たのは祖母のおかげである．大学での文系科目は
「マーケティング」を選択したが，成績が一番だっ
たので指導教官に理系では珍しいと褒められた．
祖父はアイデアマンで，百貨店の新しい販売方法

やビジネスモデルにとどまらず，新しい造りの服や小
物入れを発明し特許も取得していたが，この話をい
つも聞かされた．私が子供の頃から創意工夫する習
慣が付いたのは，祖父の影響が大きいかもしれない．
この二人の長男である父は地元の大学の電気科
で学び，海軍に技術将校として入り，訓練を受けた
後，東京目黒にあった海軍研究所で電探（レーダ）
の研究をしていたようである．後にソニーを興すこ
とになる盛田昭夫氏と同じ小隊で訓練を受け，その
後も一緒に海軍研究所に異動し，同じ研究班にいた
ことから終生親交があった．
父は学者肌の人間で家では全く仕事の話をする
ことがなかったが，電気学会の会員（後に副会長，
名誉員）であったことから，電気学会誌が毎月送ら
れてきた．私はこれを小学生の頃から訳も分からず
に読んでいた．父は新しいもの好きで，掃除機，洗
濯機，TVと新製品が出ると次々と買い求めた．自
分もいつしか，新しいエレクトロニクス製品を作り
たいと思うようになったのは，そのせいかもしれな
い．小学校では理科が好きで，天体角度測定器など

を自分で工夫して製作し，科学実験の授業に使って
いた．こうした工夫した作品の一部を応募して，発
明工夫展などで入賞したこともあった．大学進学の
際には迷うことなく電気科を選んだ．

 �3．�パナソニックで�
研究活動を開始

大学卒業後の就職先として自由な社風のパナソ
ニックを選び，冒頭に触れた無線研究所に配属され
た．もっとも，幾つかの新しいアイデアを出し，そ
の実現を何度か試みたものの，なかなか成果が出ず，
5年目には事務方の研究管理部門に異動になった．
研究職から事務職になって，夢が断たれたと落胆
した．一時は周囲の者が心配するほど落ち込んだよ
うだが，そのうちに異動先がなかなか面白い部署で
あることに気が付いた．各部署がどんな研究をどれ
くらいの予算・規模で考え，それが製品化できたの
か失敗したのか，全体像が把握できたのである．東
京で開催される大手企業の企画の若手担当者が集う
異業種交流の勉強会にも毎月顔を出し，そこで技術
調査や市場調査，新規事業計画立案のノウハウを学
んだことも，後に役立つことになった．
とはいっても，やはり研究職に戻り技術者として
再起したかった．そこで，勤務時間終了後に研究所
の図書室に夜遅くまでこもって，新しい技術分野の
ことを必死に勉強した．毎月，月末までに新しい技
術分野に関する 1件の特許出願をするというノル
マを自分に課した．実験環境を持たない事務職に
とっては大変な作業で，休日を返上することになっ
た．当初の数年間は目標を達成し，出願記録を調べ
てみると最も多い年で年間に 19件出している．自
分が目標とする多分野型発明家やシリアルイノベー
ターに不可欠な幅広い技術分野の知識はこの時期に
身に付けることができたと思う．

 �4．�手振れ補正の発明と開発と
その後の事業化

いつものように図書室で文献を調べているとき
に，画期的なテーマを見つけた．物体の微小な回転
を検出する振動ジャイロに関する論文である．第二
次世界大戦直後に盛んに研究されたが，安定性に問
題があり改良されていなかった．
私は，当時，研究所で開発されていた新しいセラ

ミック材料を使うことで振動ジャイロを安定化させ，
カーナビゲーション（以下，カーナビ）用の新しい
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センサとして応用できないかと考えた．早速企画書
を作成し，本格的なプロジェクトがスタートした．
当時のカーナビに使われていたガスレートジャ
イロに比べると振動ジャイロは数百分の 1の重さ
と大きさであった．この大きさならカーナビを車の
ダッシュボードに収納できると思ったが，関係者向
けのデモでは振動ジャイロのバランス点がずれたた
め大失敗に終わり，振動ジャイロの開発プロジェク
トも 1982 年 5月に一旦解散することになる．
研究プロジェクトを閉じて 3か月後の夏休みに
研究所の友達から誘われてハワイ旅行に行くことに
なった．せっかくだからと研究所の実験用のビデオ
カメラを借り出した．私が車を運転し，助手席の友
達がビデオカメラを肩に載せて風景を撮影してい
た．どうも振動でうまく撮影ができないらしく，
「ブレる，ブレる」と言っている．振り向くと，友
達の上半身が腰を軸にして前後に揺れているのが見
えた．手振れ補正を実現するイメージがひらめいた
のは，正にこの瞬間だった．
カメラの手振れはカメラが上下に動くことで起
こると思い込んでいたが，友達の上半身は腰を軸に
前後に一種の回転運動をしていた．手振れが回転運
動ならば振動ジャイロで手振れ量を検出し補正でき
る，と思った．手振れ補正用ならカーナビ用ほどの
性能が要求されないため使える可能性があると考え
た．これで振動ジャイロのプロジェクトを再開する
ことができると思った．
帰国してすぐに技術検討を始め，社内の各方面に
働き掛けて技術検討グループを組織したものの，周
囲の反応がすこぶる悪い．ビデオカメラに手振れ補
正の技術が必要なのか，という根本的な疑問も根強
かった．他社は振動ジャイロや手振れ補正の研究も
していないし，先行文献もない．実証実験機の具体
的な道筋が描けていないことも大きな問題だった．
私自身，妙案が浮かばず，5人いた検討チームの中
堅技術者もプロジェクトから離れていき，半年でま
たも中止に近い状況に追い込まれた．
そんなとき，家でたまたま「びわ湖毎日マラソ
ン」のテレビ中継を見ていると，中継車の車上から
撮影されているにもかかわらず画面がブレていない
ことに気が付いた．居ても立ってもいられず大阪か
らタクシーに飛び乗り，マラソンのゴールの滋賀県
大津市の皇子山陸上競技場まで駆けつけた．放送中
継が終わるのを待ってNHKの陸上部の技術者の方
に頼んで中継車の中にあるテレビカメラを見せても
らうと，安定雲台という大形の振動防止装置を使っ
ていることが分かった．残念ながらこの安定雲台の

ような大掛かりな仕組みは，民生用のビデオカメラ
には応用できないことが分かったが，これで実証実
験機のイメージはつかめてきた．
1983 年 3月，東京まで見学に出掛けたレーザの
技術展示会で，レーザ光を使ってスクリーンや壁に
文字や図形を描く装置に出会った．小形の鏡を動か
しレーザ光の方向を制御していたが，これを見て出
射光と入射光を逆にすれば手振れ補正の実証機がで
きることに気が付いた．つまり，ビデオカメラのレ
ンズの直前に鏡を置き，手振れ量に合わせて鏡の角
度を変化させることで，レンズに入ってくる光軸を
その分だけ逆方向に補正することにより手振れを補
正する方式である．
実証実験を成功させる自信があったが，試作費用
の決裁書はあっさりと却下されてしまった．「誰も
実証したことがない研究より，もっと確実性のある
研究をしてほしい」と言われた．そこで上司には勤
務時間中には手振れ補正は開発しないことを宣言し
た上で，かつての上司である研究所長のところに駆
け込み，試作の重要性を説明したところ，所長は
あっさりと決裁を通してくれた．
こうして 1983 年 6月に，振動ジャイロと手振れ
補正機構の二つのプロジェクトが本格的に始まるこ
とになった．
プロジェクト復活といっても，研究所長の裁量で
行う自主研究の範ちゅうであり，試作 3号機を作っ
た時点で予算がなくなってしまった．研究を続ける
ためには，生産現場を説得して，生産事業部から委
託研究費をもらう以外になかった．そこで，状況を
打開するため，1984 年 7 月にヘリコプターを
チャーターし，大阪城の周りを低空飛行しながらプ
ロモーションビデオを撮影した（図 1）．このとき，
手振れ補正機能をオフにした映像は，見ているだけ
で乗り物酔いするほどに画像が乱れた．ところが，
手振れ補正機能をオンにしたときは，大阪城の天守
閣にいる人の顔までがはっきりと見えた．その効果
は絶大で，これにより生産事業場から委託研究費を
得ることに成功した．

図 1　デモビデオ撮影に使用したヘリコプター
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ついに量産試作機が完成した頃，ソニーが 8ミ
リビデオカメラ規格の第 1号機を発表したが，手
振れ補正機能は搭載されていなかった．「他社が手
振れ補正機能を搭載しないのは市場性がないと判断
しているからだ」と商品企画の責任者から言われ，
委託研究費が打ち切られ，再びプロジェクトは中止
されることになった．同時にこの技術をグループ会
社へ売り込むことも禁止された．
しかし，米国市場に可能性を感じ，グループ内で
北米市場向けビデオカメラの開発・製造を担当して
いた松下寿電子工業（以下，松下寿）の経営幹部へ
直訴することを決意した．もちろん，これが公にな
れば厳罰ものであることは覚悟の上である．
松下寿の技術担当役員である天野茂常務が四国か

ら大阪の本社の会議に出席するという情報を得たの
で，その会議室の隣の部屋を予約し，デモ機材を設
営しておいた．会議が終了して廊下に出てきた天野
常務に事情を説明し，試作機のデモを見せた．反応
が良かったので，1986 年 5月に我ら開発プロジェ
クトのメンバーは，徳島県脇町にある松下寿の生産
事業所を訪れることになった．その日の午前中に手
振れ補正機能搭載のビデオカメラのデモと技術説明
を行った．昼食後に会議が始まると同時に，責任者
であった岡本司次長（後に松下寿専務取締役）から
製品化の決定が伝えられた．私とチームメンバーは
この決定に舞い上がらんばかりの喜びを感じた．
松下寿で製品化への準備は順調に進み，2年後の
1988 年 6月にアメリカ・シカゴで開催された家電
製品の世界最大の展示会（CES）において，世界初
の手振れ補正機能搭載ビデオカメラ「PV-460」（図
2）の製品発表が行われ，同時に発売が開始された．
手振れ補正技術が人気を博し，ヒット商品となっ
た （4）．
振動ジャイロそのものも，同時に世界初の量産化
が始められることになった．現在では，ディジタル
カメラの手振れ補正，カーナビ，車の横滑り防止装
置，スマートフォンなどでも重要な部品の一つと
なっている．ピーク時には世界シェアの 80％以上

を占めたため，年間売上げ 300 億円，営業利益率
二桁と，部品事業（現パナソニックAIS 社）で最
も高収益の事業に育った．
その後，2003 年に光学式手振れ補正機構を内蔵
したディジタルカメラが，更に翌年に薄形コンパク
ト型ディジタルカメラ（図 3）が発売された．従来
のフィルムカメラと違い，ディジタルカメラでは片
手撮りをするため，手振れが数倍大きくなるので，
3倍ズームのカメラでも手振れ補正が絶対に必要に
なると考えたのである．
当社のこの読みが当たり，手振れ補正機能搭載
ディジタルカメラの販売を，最初の 2年間当社 1
社が独占したため，ディジタルカメラ販売のランキ
ングは最後発からトップへと躍進した （5）．この結
果，営業利益率二桁，年商 2,000 億円近い高収益
の新規事業が，現パナソニックアプライアンス社が
担当する家電事業部門に生まれることになった （6）．

 5．CD-Rの発明と開発
磁気テープ工業会の調査レポートを読んでいる
と，1本のカセット型磁気テープに録音する平均回
数は 1.2 回，ほとんど 1回しか録音しないと書か
れていた．そこで，1985 年に，1回だけしか記録
できない記録型光ディスクの市場があると考え，
CD形状の記録型ディスクの開発プロジェクトを始
めた．当時の色素型光ディスクは反射率が低く，既
存の CDプレーヤで再生できなかった．そこで，
ディスクの記録層の下に反射層を設けることで反射
率を高めてみたところ，CDプレーヤでも再生でき
るようになった．記録型 CDディスクの試作品と
CDレコーダの試作機 3台を完成させ，1986 年秋
のオーディオフェアへ出展する準備を進めていた．
しかし，1回しか記録できないCDディスクは市
場性が見えないという社内の判断で，直前に出展は
中止となり，プロジェクトは解散となった．
ところが数年後，同様のコンセプトの光ディスク
が他社から発表され，「CD-R」という新しい規格が

図 2　世界初の手振れ補正搭載ビデオカメラ（PV-460） 図 3　手振れ補正搭載ディジタルカメラ（FX7）
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作られることになった．あのとき，社内を説得して
規格化にまで持ち込んでいれば，と大変な悔いが
残った．このことを通じて，一番大事なことは規格
の標準化であることを身に染みて思い知らされ，自
分の発明を国際標準にしたいと思うようになった．
CD-R で味わった無念は，その後のディジタルテレ
ビ放送方式（DVB-T，ATSC，ISDB-T 規格），BCA
（DVD，Blu-ray 規格），光 ID（可視光通信技術規
格：IEC，IEEE 規格）の基本技術を発明したこと
で晴らすことになる．

 �6．�ディジタルテレビ放送方式
の発明と開発

当時，NHKはアナログ方式ハイビジョン放送を
研究していたが，私は画像の美しさからいってディ
ジタル方式がいずれ主流になると思っていた．しか
し，ディジタルテレビ放送の実現には，一つの大き
な問題があった．電波の受信条件が悪いときに映像
が乱れたり映らなくなったりするので，それを解決
する必要があった．
なかなかいいアイデアが浮かばず，悶々とする
日々が続いた．ところが，ある土曜日の早朝，夢の
中で解決策がひらめいた．それが，現在の日米欧の
ディジタルテレビ放送規格の基幹技術である「階層
型ディジタル伝送方式」の基となった．
この新アイデアの特許出願を終えた後，学会発表
するつもりで会社に申請をしたが，日本全体で進め
ているアナログハイビジョンの足並みを乱すおそれ
があるという慎重論から，待ったが掛かった．
アメリカも当初はアナログ方式を採用しようと
していたが，研究者の間ではディジタル方式の可能
性への期待が急速に大きくなり始めていた．会社も
アメリカでの発表であれば問題ないと判断したの
で，1992 年にアメリカで開かれた国際会議である
IEEE Globecomで発表した （7）．このとき多くの質
問が集中し，かなり反響があることを実感した．
せっかくアメリカで発表して手応えもあったが，
社内では相変わらず評価が低かった．しかも，ディ
ジタルテレビ放送の研究は会社の業務として認めて
もらえず，私は別のプロジェクトに携わりながら研
究を続けた．
新たに学会発表ができるほどに研究が進んだの
で，再びアメリカで学会発表をするための許可願い
を会社に申請したところ，折悪しくもNHKがアメ
リカでアナログハイビジョン技術の提案を行った直
後だったため，自粛を申し渡された．

仕方なく会社の許可を得て 1993 年にスイスのモ
ントレーで開催された国際学会で発表することにし
た．学会の後，フィリップス（Philips）社のフェ
ローになっていた友人のところを訪問すると，「君
に会いたい人がいる」と言う．それで急きょ 5名
の技術者と会うことになったが，私が提唱している
放送方式を欧州規格に提案しているとのことで，ど
うやら私の特許の出願日とその内容を知りたかった
ようである．このとき，将来，もしかしたら私の方
式が世界標準になるかもしれない，と予感した．
だが，肝心の社内では私が提案している方式に専
門家は誰も賛同していなかった．このため特許も不
要とみなされ一時は出願した全特許を取り下げると
いう知財の方針が出た．このこともあり特許の登録
作業は止まっていた．そんな中，4年前にスイスで
会ったパナソニック欧州研究所の研究者と東京支社
の廊下で偶然に顔を合わせた．そのとき，「君の方
式がディジタルテレビ放送規格に採用されたよう
だ」と伝えてくれたので，調べてみると，私の方式
がヨーロッパのディジタルテレビ放送規格の伝送方
式として採用されていることが分かった．規格必須
特許に認定されて以降は技術部門や知的財産部門の
協力を得やすくなり，特許登録手続きは急ピッチで
進み始めた．
現在，国際規格になっている地上波のディジタル
テレビ放送規格には，欧州方式（DVB-T），日本方
式（ISDB-T），米国方式（ATSC）がある．これら
3方式の全てに含まれる特許は，私の発明した特許
だけであり，地上波ディジタルテレビ放送の規格必
須特許として国際認定機関から最も多く認定されて
いる．これによりディジタルテレビ事業に貢献する
とともに，累計で 200 億円近くの特許ライセンス
料が入り当社の知財収支に大きく貢献した．
この発明には無線通信方式に関する発明も含ま
れる．後に「適応変調」という名称が付くことにな
り，この特許は放送分野を超えて，第 3世代携帯
電話規格や無線 LAN規格などの通信分野のディジ
タル無線通信規格にも広く採用され，各社に特許ラ
イセンスされている．

 �7．�BCAの発明と開発と�
事業化の成功

ディジタル化の波は放送分野からいよいよ光
ディスク分野にも及んできたので，私は研究テーマ
を移すことにした．当時，ハリウッドの映画会社
が，DVD規格を策定する際，“Wish List”なるも
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のを提案してきたが，この中に，ディスクごとに異
なった ID番号を識別情報として入れる技術が含ま
れていた．
CD-ROMディスクにレーザを使って ID 番号を
書き込むと，レーザの熱でディスクの基板や保護膜
が破壊された．いろいろと試してみたが一進一退
で，1年が過ぎた頃，DVDの開発チームから 2枚
貼り合わせ型のディスクをたまたま入手できたの
で，このディスクを使って実験を行った．通常の
レーザを使うと記録膜の破壊が起こったが，金属切
削用の短パルス型の高出力レーザを借りて実験する
と，ディスクを傷付けずに情報を記録できる条件が
見付かった．
DVDの標準化会議にこの技術を提案したところ，
DVD規格として「BCA」という名称で 1996 年に
正式に採用が決まり，その後国際標準として採択さ
れた．8年後にはブルーレイ（Blu-ray）規格にも
採用された （8）．
ディジタルテレビ放送番組をDVDへ 1回記録す
る「コピーワンス」が 2004 年に，2008 年には 10
回記録（「ダビング 10」）が実現したが，このBCA
技術を基に開発されたものであり，私の関連特許も
使用されている．
この BCAの技術は元々ゲーム機の海賊版防止用
の暗号データ記録技術として，1991 年に開発着手
したものである．海賊版ソフトによりゲーム用ソフ
トメーカの利益が損なわれていることから，光ディ
スク用の海賊版防止技術が必要だと考えた．当初は
磁気方式を考え量産試作機まで作ったがコスト面か
ら事業化は見送られた．そこで，圧倒的に安い光方
式である BCA方式を発明し開発を進めた．ゲーム
メーカへの売り込みのチャンスを伺っていたが，折
良く 1998 年 11 月に任天堂の開発第 3部部長の竹
田玄洋氏（その後専務取締役）が，私が開発した
3D-DVDの試作機を見るために当社に来られるこ
とになった．3Dを説明した後，この技術の説明も
行った．すると，この技術にかなり関心を示しても
らい，次の年には海賊版防止ディスクとドライブの
生産契約を交わすことになった．ディスクは米国の
トーレンス工場，ドライブは中国の大連工場で生産
した．2006 年に発売された任天堂「Wii」（図 4）
が大ヒットしたためゲーム機事業は高収益事業と
なった．
任天堂は，海賊版が多いためそれまで中国市場に
参入しなかったが，2008 年に参入した．このとき，
任天堂の岩田聡社長が報道発表で「Wii には強い海
賊版防止技術があるから中国市場に展開することに

した」と言われた．これを聞いたときは本当にうれ
しかったことを覚えている．2015 年にWii の生産
は終了し累計 9.8 億枚のディスクを生産したが海賊
盤ディスクは出なかった．この技術の関連事業の累
計営業利益は 1,000 億円近くとなり，現パナソニッ
クコネクティッドソリューションズ社が担当する
B2B事業を代表する成功例となった．

 8．3D方式の発明と開発
1995年にアニメーション映画「トイ・ストーリー」
が公開され大ヒットした．私はこのCG映像を見て
これからは3D映画の時代が来ると確信した．
早速，検討を開始し，3D映像を効率良く記録し
伝送するMPEG-4 MVCの基本技術を 1996 年に発
明・開発し，1998 年には早くも世界初の 3D映像
用DVDプレーヤの試作機を開発した．
1999 年の CES 展示での好評の余勢をかって，
米ディズニー社にも売り込んだが，3Dアニメ映画
の製作にはコストが掛かりすぎるという理由で断ら
れた．しかし，その後，2005 年に映画館用のディ
ジタル 3Dシステムが開発されたため，ハリウッド
では 3Dシステム映画が製作されるようになった．
この機運を受け，パナソニックハリウッド研究所が
中心となって，3D映像のブルーレイ規格化に向け
て積極的に動き，MPEG-4 MVCという新しい映像
技術が 2009 年に規格化されたため，民生用 3D市
場も立ち上がることになった．

 �9．�大嶋塾活動による�
プロジェクト企画活動

紫綬褒章を頂いたことで，私の人生は少し変わっ
た．社外の企業や大学や新聞から講演や取材の依頼
が来た．社内では人事部主導で大嶋塾という名の技
術塾を開き，若手技術者を育成することになった．
社内から 20名近くの若手で元気のいい研究者を集

図 4　海賊版防止技術搭載のゲーム機（任天堂Wii）
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め，1年近く議論をした．面白いアイデアも出たが，
人事担当者の異動とともにその塾は解散することに
なった．
最後の技術塾が終わった後，一人だけ残っている
若者がいた．彼は「面白いから続けませんか」と言
う．後に，現在の当社のクラウドサービス事業の元
となるスマート家電事業を立ち上げることになる山
岡勝であった．
彼が運営する形で技術塾が始まった．大嶋塾予算
という当社では珍しく個人名が付いた予算が付き，
順調にスタートした．月に一度のペースで開かれ，
メンバーが別の有望なメンバーを探してきて人数が
増えていった．
基本的な進め方は，図 5に示すように，現在を 1
階，3年後を 2階，5年後を 3階とした「3階建て
理論」によっている．5年後の世界を直接予測する
ことは難しいが，現在である 1階に足場を置いて，
兆しが見えている最新技術やサービスを議論するこ
とで，3年後の 2階の世界はある程度予測できる．
そこで，その予測した 2階に当たるものを試作し
て，実験室に実現させることで，もっと先の世界
（3階）を実感をもって見ようというのである．
私自身がいつもこの手法で，具体的な「未来」を
感じながら発明や開発を繰り返してきた．それを後
進にも試してみたのである．

 10．�スマート家電�
（クラウド連携サービス）

大嶋塾で 2006 年に最初に取り組んだのが「ス
マート家電」である．塾生とのブレーンストーミン
グでは，今後，クラウドが世の中の主流になるとい
う結論になった．あらゆる機器がクラウドにつなが
るという，今で言う IoT の概念を 10年くらい先取
りしていたことになる．
クラウド事業への参入は勝算がないので家庭に

ある機器をクラウドにつなげることにした．ディジ
タルカメラとつなげ，写真をクラウドに送る．白物
家電とつなげ，例えば電子レンジにレシピを送るな
ど，様々なサービスを考えた．前述の「3階建て理
論」に基づき，まず 3年後に登場するクラウド連
携家電機器の試作品を作り，実験室に並べて実際に
動作させると，2階，つまり 3年後の世界が実現す
る．ここで，塾生や技術者に 3年後の世界を体験
させて，更に新しいサービスや機器のブレーンス
トーミングを行うと，更に 2年後，つまり 5年後
の機器やサービスのアイデアが次々と生まれた．
インターネットにアクセスして目当てのデータを
取り出すには，ある程度のスキルと煩雑な操作が必
要だがNFC（Near Field Communication）を使う
ことでインターネットにワンタッチで接続できる新
しいユーザインタフェース技術を発明した．この技
術を使えば，元々通信能力を持たない家電製品でも
インターネットを利用したサービスが受けられる．
検討を重ねて，テレビやディジタルカメラなどの
AV家電，電子レンジや炊飯器などの白物家電，体
重計や血圧計などの健康家電にNFC用の IC を組
み込んだデモシステムを試作した．そして，2009
年にはNFC対応のスマートフォン型携帯端末を試
作し，これを使って経営幹部へデモを行った結果，
2010 年には塾生 4名を中心とした正式プロジェク
トが発足した．
こうして，パナソニックでは 2012 年 6月に世界
で初めてのクラウド連携家電製品として図 6のよ
うに電子レンジ「NE-R3500」と炊飯器「SR-
SX102」を発売した．同年 8月には冷蔵庫などの
白物家電，体重計などの健康家電の 10品目のクラ
ウド連携家電商品群を発売した．
このプロジェクトは大規模で，100 名近くの技
術者が開発に関わった．事業部門から数十名の技術
者が，本社研究開発部門の大部屋に来て，各製品の
開発を行った．一つのクラウドで管理するため，当
社の数十万種類ある全ての製品の IDを統一する必
要があり，山岡勝を中心としたプロジェクトが取り
まとめを行った．製品数が多いため，数億円の研究
資金を投入した．数十億円掛けてクラウド基盤を確
立したが，これが後のクラウドサービス事業につな
がった．
スマート家電は業界の主流にはならなかったが，
家電事業を担当するアプライアンス社はこのクラウ
ド基盤を活用し，高齢者の見守りや「食」「健康」
サービスなどのクラウドサービス事業を立ち上げ，
本格事業化への挑戦を続けている．スマート家電の

図 5　3階建て理論
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成果は当社のクラウドサービス事業のクラウド基盤
とその人材を作ったことだと言える．

 �11．�光ID技術の発明と�
開発・事業化

スマート家電の開発の中で一つ問題が起こった．
エアコンだけは高所に取り付けてあるため手を伸ば
しても届かない．このため消費者が椅子に乗ってス
マートフォンで読み取ろうとする．転倒すると骨折
する恐れがあり危険なため，無線方式にすると言わ
れた．しかし，この方式では別売りの無線モジュー
ルが必要になる．また，IT機器に慣れていないユー
ザでも理解しやすいタッチによるNFCの直感的な
操作とのかい離が大きいため，私は他の方式を考え
ることにした．見ると，エアコンの LEDランプが
点滅していた．そこで，LEDランプを点滅させる
ことにより信号を送り，スマートフォンのカメラで
受信する方式を開発した．しかし，この方式は速度
が 8 bit/s と遅すぎたため採用されなかった．
ここで新しく入ってきた青山秀紀と速度を上げ
る検討をする中で，CMOS型イメージセンサでは，
画像を一度に撮影するのではなく，横方向の 1ラ
インごとに数十μs の時間差があることに着目し新
しい方式を発明した．今日のイメージセンサでは，
1枚の画像の縦方向に 1,000～3,000 ラインの画素
があるが私の方式では 1ライン当たり 1サンプル
取れる．つまり，本方式では 1 フレームごとに
1,000～3,000 サンプルが得られるため，1フレー
ムの画像から 1サンプルしか読み取れない従来方
式に比べて，1,000～3,000 倍の通信速度を実現す
ることができる （9）， （10）．とは言え，伝送速度はせい
ぜい数十 kbit/s 程度であり，昨今のリッチなコン
テンツを伝送するには不十分であるため，可視光通

信では ID のみを送り，ID にリンク（Link）した
データをクラウドからダウンロードすることによ
り，高速レスポンスを実現している．この使い方か
ら，本技術を Link Ray とも呼んでいる．
従来の可視光通信方式の場合は，専用のフォトセ
ンサをスマートフォンに取り付ける必要があるた
め，普及に時間を要した．しかし私の方式は，ス
マートフォン側のハードウェアを変える必要はない
ため，既存のスマートフォンにアプリをインストー
ルするだけで動作する．したがって，早く事業を立
ち上げることができる．本技術を用いた事業は現在
展開中であり，図 7に示すような様々なユースケー
スが検討されている．2016 年には羽田空港や東京
ビッグサイトなどに設置された．2017 年には事業
化を推進する目的で（株）リンクレイマーケティン
グを設立した。また，事業化と平行して，IEC や
IEEE の国際標準化も我々が先導して進めている．

 12．まとめ
イノベーションと言えるような技術を開発し事
業化するためには，創造力と挑戦力の両方が必要で
ある．前者は，持って生まれた性質にかなり左右さ
れる．後者についても，米国人は冒険心を示す遺伝
子の塩基列が長い，と先天性を示唆するような説明
があるが，私は環境要因の影響の方がはるかに大き
いと思っている．
私の場合は，この 40 年間に幾つかのイノベー
ションを起こし，「シリアルイノベーター」と称さ
れるようになったが，やはり最初に配属された無線
研究所という環境の影響が大きかったと思う．ここ
では挑戦する文化が所員全員に深く浸透しており，
「誰もやっていないことに挑戦する」という熱気に
あふれた技術者ばかりの集団だった．無線研究所に
新しく入った人の訓練は，プロジェクト起案から事

図 7　光 ID技術のユースケース
図 6　スマート家電シリーズ
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業化されるまでの一連のプロセスを全て自分で体験
するところから始まった．新しい研究プロジェクト
を立ち上げる場合には，まず顧客を回り，現場の真
のニーズを調べる作業に時間を掛けること，つまり
「出口調査」を習慣付けられた．その割に管理が緩
やかな，ある意味ではいい加減な組織であったので
居心地は悪くなかった．
当時は全く事情が分からず，多少は腹立たしかっ
た事務職への職種変更も，私の適性を見た上で，
キャリアを積ませるために，後に技術担当役員に
なった上司の指示で行われたことだったという．
次々と決裁が通り，迅速に必要な資金を調達できた
ことを，自らの説得力のたまものであるかのように
思い込んでいたが，それも実は上司が手を回してく
れたおかげであった．タイミング良く新しい技術概
念を起案し，他社に出遅れることなく新技術を開発
できた私の仕事は，こうしたパトロンに恵まれての
ことだった．挑戦者を事業化まで資金面でサポート
するパトロン文化があったのである．いい加減なよ
うでいて，出口に至るまでの道筋は作られていた．
このように出口戦略だけはしっかりしていたので，
ここは正しく，イノベーションを起こす理想の環境
だった．
その後の組織改革で無線研究所の名は消えた．後
継の研究所に基本的な研究風土は残ったが，挑戦す
る精神が幾らか薄れてきた感もある．これに対し無
線研究所時代の挑戦的な企業風土を再現しようとい
う気運がパナソニックの技術部門の中で高まってい
る．この現れの一つとして，2016 年技術本部の中
枢機能を無線研究所の旧敷地の近くに移転した．加
えて，ベンチャー企業を含む外部会社との交流の場
として“Wonder LAB Osaka”をこの敷地内に併
設した．
これにより，毎週のように社外のベンチャー企業
やイノベーターが来るとともに，当社から志の高い
若者が参加し，活発な交流が始まった．このような

改革をなし得たのは，現在の津賀一宏社長と技術担
当役員である宮部義幸専務が無線研究所出身だから
であろう．私が推進している大嶋塾も無線研究所の
縮小版であり，管理は緩いが出口戦略だけはきっち
りと指導している．このように挑戦的な企業風土，
研究風土を再現しようという改革も社内で始まって
いる．私もイノベーターの先輩として参画し，この
改革の成功を見届けたいと思っている．
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 1. はじめに
スーパコンピュータが登場してから 50年余りに

なる．史上最初にスーパコンピュータと呼ばれたの
は，1965 年に出荷された米国のCDC6600（図 1）
であった．その開発者 Seymour Cray が CDC社か
ら独立してCray Research 社を設立し，1976 年か
ら Cray-1 を出荷し，これがスーパコンピュータの
代名詞となった．日本においても，1970 年代後半
からスーパコンピュータの開発が開始され，様々な
機種の開発を経て今日に至っている．この機会に日
本のスーパコンピュータ開発史を概観して解説して
みたい．筆者は富士通において 1987 年以来スーパ
コンピュータの開発に従事してきたので，富士通の
開発史が解説の中心になるが，この点は御理解頂き
たい．

 2. れい明期
米国でスーパコンピュータが航空機の開発に使

用される状況にかんがみて，我が国でもスーパコン
ピュータを開発するべきだと考えたのが，当時航空
宇宙技術研究所（以下NALと略）の計算センター
計算研究室長であった三好甫氏であった．三好氏は

日本電気，日立製作所，富士通の 3社に声を掛け，
国産スーパコンピュータの研究を開始させた．
富士通では当時の大形汎用計算機 FACOM 230-

75をベースとして，2個のCPUのうち1個を新開発
のアレープロセッサに置き換えて，FACOM 230-75 
APU （図 2） を開発し，1977 年にNALへ納入した．
これが最初の国産スーパコンピュータである．
ここでベクトル形スーパコンピュータについて

少し解説する．
歴史的にはコンピュータのCPUはスカラ形から

始まっている．スカラ形とは，1個の命令で一つの
処理を実行するもので，例えばメモリからデータを
一つ読み出す，加算を一つ行うなどを 1個の命令
で実行する．
これに対して，処理を高速化するためにベクトル

ユニットが考案された．ベクトルユニットとは，1
個の命令（ベクトル命令）で複数の処理を連続的に
実行するもので，プログラム内のループ処理など，
多数のデータに同じ処理を行う場合に好適であり，
メモリから複数データを一括して読み出す，ループ
制御をハードウェアで自動的に行うなどして，オー
バヘッドを削減して処理速度を向上するものであ
る．演算器を複数設けて 1サイクルに複数処理を
行うことで更に性能向上させている（図 3）．

ⓒ電子情報通信学会2017

日本のスーパコンピュータ 
開発史

富士通株式会社　新庄直樹　Naoki Shinjo

図1　�CDC�6600〔出典：https://commons.wikime
dia.org/wiki/File:CDC_6600.jc.jpg（参照日：
2017年 1月11日）〕 図2　FACOM�230-75�APU
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ベクトルユニットはベクトル命令処理に特化して
いてループ処理内の計算などを行う．一方，プログ
ラム内には，ループになっていない処理などベクト
ル命令ではできない処理（スカラ命令処理）も含ま
れているため，スカラ命令処理を動作させるために，
ベクトルユニットとは別にスカラユニット（旧来の
CPUに相当するもの）が必要である．したがって，
ベクトル形スーパコンピュータはベクトルユニット
とスカラユニットとを備えたものとなっている．
CDC6600，Cray-1，FACOM 230-75 APU な ど

はいずれもベクトル形スーパコンピュータである．

 3.  ベクトル形 
スーパコンピュータの時代

1980 年代に入ると前記国産 3社は商用スーパコ
ンピュータの開発に取り組んだ．これらはいずれも
Cray 1 と同系統のベクトル形スーパコンピュータ
であるが，各社とも，自社の大形汎用計算機をベー
スに，同じテクノロジーでベクトルユニットを追加
している．ただし，アーキテクチャ的には 3社三
様のアプローチで，差異がある．
日立製作所は，自社の大形汎用計算機をベースに

して，スーパコンピュータ S-810 を開発し，1983
年に出荷を開始した．スカラユニットは大形汎用計
算機のCPUを流用しており，新規開発されたベク
トルユニットはベクトル命令処理の専用となってい
る．ベクトル命令は，スカラユニットによる前処理
の後，ベクトルユニットに制御が引き渡されて実行
される．ちょうど当時のCPUとチャネルプロセッ
サとの関係に類似しており，スカラユニットとベク

トルユニットとの結合はやや疎なものとなってい
た．
富士通も，自社の大形汎用計算機をベースにし

て，スーパコンピュータVP100 シリーズを開発し，
1984 年に出荷を開始した．スカラユニットは大形
汎用計算機のCPUを流用しており，新規開発され
たベクトルユニットはベクトル命令処理の専用と
なっている．ベクトル命令は出現の都度スカラユ
ニットからベクトルユニットに引き渡されて実行さ
れる．いわゆるコプロセッサ型の関係で，S-810 よ
りもスカラユニットとベクトルユニットとの結合は
密になっていた．
日本電気は，自社の大形汎用計算機をベースにし

て，スーパコンピュータ SX-2 を開発し，1985 年
に出荷を開始した．大形汎用計算機のCPUを流用
した制御プロセッサでOSが動作し，新規開発され
た演算プロセッサはスカラユニット／ベクトルユ
ニットの両機能を備えていて，アプリケーションプ
ログラムは演算プロセッサで動作する．
1980 年代後半になると各社は新しい半導体技術

を投入して第二世代のベクトル形スーパコンピュー
タを開発した．
日立製作所は1987年にS-820の出荷を開始した．

アーキテクチャは S-810 を踏襲し，自社の大形汎用
計算機M680Hのテクノロジーを使用している．
日本電気は 1990 年に SX-3 の出荷を開始した．

ほかの 2社と異なり，日本電気はここでアーキテ
クチャに一部変更を加えている．制御プロセッサを
削除し，本体は演算プロセッサと IO処理プロセッ
サだけで構成するようになった．また，マルチプロ
セッサ化され，演算プロセッサ 4台までをメモリ
共有で結合することができた．
富士通は 1990 年に VP2000 シリーズの出荷を

開始した．アーキテクチャはVP100 シリーズを踏
襲し，自社の大形汎用計算機M1800 のテクノロ
ジーを使用している．
筆者は 1987 年に富士通へ入社し，VP2000 シ

リーズの拡張記憶装置の開発に参加した．この当時
大形計算機のCPUやベクトルユニットは，高多層
基板に 100 個前後のバイポーラ LSI を搭載して構
成されており，発熱量が 3,000 W程度と大きいた
め水冷が普通であった．VP2000 も例外ではなく，
約 24 cm □の 61 層セラミック基板に 144 個の
LSI を搭載した．このセラミック基板は富士通長野
工場で製造したが，当初は製造が非常に難しく，内

図3　スカラ形とベクトル形
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層での断線が多発した．最初の試作機では修復用ワ
イヤ（断線した内層配線の代替となる信号線）が
1,000 本以上も基板上に張ってあり，盛りそばとや
ゆされていた．
冷却については，前記のように国産各社は水冷方

式を採用していたが，世界最大手であった Cray 
Research 社では 1985 年に出荷開始した Cray-2
に浸漬液冷方式を採用した．LSI 間の信号伝搬遅延
を極力小さくするため稠密な実装構造とした結果，
空冷用のフィンや水冷用のクーリングプレートを設
ける余積がなく，LSI を直接冷媒に接触させざるを
得なかったためである．冷媒には 3M社製のフロ
リナートが採用された．この技術は約 30年のちに
PEZY Computing 社／ ExaScaler 社のスーパコン
ピュータにも採用されて，優れた冷却効率を実証し
ている．

 4.  ベクトル並列形 
スーパコンピュータの時代

1990 年代に入ると，国産各社はベクトル並列形
スーパコンピュータを開発した．ベクトル並列形
スーパコンピュータとは，複数のベクトルユニット
を備えたもので，1個のベクトルユニットでは処理
速度に限度があるため，複数のベクトルユニットで
同時並列に処理を行うことにより処理速度の向上を
図ったものである（図 4）．LSI の集積度向上によ
りベクトルユニットがコンパクト化されたので，こ
れを複数搭載できるようになって実現された．既に
1980 年代から，Cray Research 社は複数のベクト
ル ユ ニ ッ ト を 備 え た Cray-XMP，Cray-YMP，
Cray-2 といったスーパコンピュータを開発してい

たが，国産各社も 2世代目〜3世代目よりベクトル
並列形にシフトしていった．
日本電気と日立製作所は，複数のベクトルユニット

を共有メモリを介して密に結合する方式を採用した．
日本電気は 1990 年出荷開始の SX-3 で 4個のベ

クトルユニットを密結合していたが，1995 年出荷
開始の SX-4 では 32 個のベクトルユニットを密結
合した．更に 1998 年出荷開始の SX-5 では 16 個
のベクトルユニットを密結合した．
日立製作所は 1993 年に S-3800 の出荷を開始し

た．これは日本電気の SX-3 と同様に 4個のベクト
ルユニットを密結合したものだった．
一方富士通は，各々独立のメモリを備えたベクト

ルユニットを，複数接続する方式を採用した．
NALと富士通は 1993 年に「数値風洞」（以下

NWTと略）と称するスーパコンピュータを共同で
開発し，富士通はその技術に基づき1994 年に商用
機 VPP500（図 5）の出荷を開始した．NWT は
1977年の FACOM 230-75 APUと同様に，NAL三
好氏の指導の下に開発されたもので，富士通が
1987年にNALへ納入したVP400の 100 倍の性能
を目指して開発されたものである．三好氏の着想は，
VPP400と同等の性能の計算機を1ボードで実現し，
それを要素計算機として，100台の要素計算機をク
ロスバネットワークで結合すれば，100倍の性能が
得られるというものである．実際には最終的に166
台の要素計算機が接続された．（設計仕様としては
222台まで接続可能．）三好氏の性能要求は明確で，
Navier-Stokes 方程式による三次元シミュレーショ
ンプログラムNS3Dで性能が出ること，という一点
が目標として設定された．
Navier-Stokes 方程式とは流体の運動を記述する

基礎方程式であるが，三次元での解析的な一般解は
発見されておらず，数値的に解くことが一般的であ

図4　ベクトル並列形スーパコンピュータ 図5　VPP500
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る．NALでは主に航空機回りの空気の挙動の計算
に用いられ，実験装置としての風洞を数値シミュ
レーションで代替する計算機という意味で「数値風
洞」と命名された．
筆者はNWTの開発に初期の頃から参加したが，

当初はスカラユニットのアーキテクチャの決定が難
航した．ベクトルユニットのアーキテクチャは，
VP2000 のアーキテクチャの完成度が高かったの
で，それを継承する方針がすぐ決まったが，要素計
算機を 1ボードに集積するにはスカラユニットを
小形化する必要があり，VP2000 のような汎用機
ベースの大形のものは採用できなかったためであ
る．紆余曲折の末，VLIW 型の RISC アーキテク
チャを新規に開発することになり，新アーキテク
チャは Tachyon と命名された．要素計算機を 1
ボードに集積するためには新アーキテクチャ採用だ
けでは足りず，当時のバイポーラ LSI より集積度の
高い半導体が必要となった．このため，集積度が重
要な箇所には Bi-CMOS LSI，集積度をやや落とし
ても速度が必要な箇所にはGaAS LSI，SRAMが必
要な箇所にはバイポーラLSI と使い分けた設計とな
り，テクノロジーのデパートのような様相を呈し
た．GaAS LSI は富士通山梨工場（のちの富士通カ
ンタムデバイス，現在は住友電工デバイス・イノ
ベーション）で製造したが，当初は歩留まりが非常
に悪く，最初の試作機ではGaAS LSI 未搭載で試験
を開始せざるを得なかった．このため試作機による
デバッグ試験が長期化し，多くの設計者が当時装置
製造工場であった富士通沼津工場に缶詰になった．
筆者はベクトルロード／ストア回路を設計した後，
開発が遅れていたクロスバネットワークインタ
フェース回路の設計を担当したため，川崎の設計事
務所に取り残されて LSI 設計に呻吟していた．
最終的にはこのような苦労が実って，NWTは

スーパコンピュータ性能ランキング TOP500 （1）に
おいて 1993 年から 1995 年にかけて 4回世界一を
獲得した．
1990 年代中盤には CMOS 半導体が技術の進歩

により，バイポーラ LSI を性能対集積度・発熱量の
点で凌駕するようになり，高性能コンピュータでも
CMOS LSI への移行が進んだ．日本電気は前記の
SX-4 から，日立製作所は後記のCP-PACS/SR2201
から，富士通も後記のVPP300 から CMOS LSI に
切り替わっている．
日立製作所は 1996 年，筑波大学に協力してCP-

PACS を完成させた．CP-PACS は PA-RISC （2）を
ベースとして拡張したCMOSマイクロプロセッサ
を開発し，ハイパークロスバネットワークで接続し
たものである．日立製作所はCP-PACS の商用版と
し て SR2201 の 出 荷 を 1996 年 に 開 始 し た．
SR2201 と CP-PACS は 1996 年に 2回 TOP500 に
おいて世界一を獲得した．
富士通は先の VPP500 に続き，CMOS 化した

VPP300 の出荷を 1995 年に開始，その大規模版で
ある VPP700 の出荷を 1997 年に開始した．更に
アーキテクチャを改良したVPP5000（図 6）の出
荷を 1999 年に開始した．筆者は数値風洞と
VPP500 の開発の後，VPP5000 の開発に従事した．
VP5000 は富士通最後のベクトルスーパコンピュー
タとなったが，筆者はこの装置の企画段階から参画
した．企画段階ではかなり奇抜な実装構造を検討し
たが，工場で製造できそうにないということで，最
後は穏当な実装構造に落ち着いた．
ベクトル並列形スーパコンピュータ最大のシス

テムとして，「地球シミュレータ」（図 7）は書き落
とせない．1997 年，三好氏主導の下，全球レベル
の大気・海洋循環シミュレーションによる気候・気
象シミュレーションを目的として，地球シミュレー
タ開発計画がスタートした．1997 年，宇宙開発事
業団と動力炉・核燃料開発事業団が母体となって地
球シミュレータ研究開発センターが発足（動力炉・
核燃料開発事業団は 1998 年に日本原子力研究所に
交替．1999 年に海洋科学技術センターが参画），
同年，概念設計が日本電気と富士通に研究委託さ
れ，日本電気案が採択されて設計に着手．2001 年
から製造が開始され，2002 年に完成した．
地球シミュレータはその開発目的を達成するた

め，大気・海洋循環シミュレーションプログラムで
5 TFLOPS の性能を目標として開発されたが，結果

図6　VPP5000
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として世界のスーパコンピュータ性能ランキングで
ある TOP500 で 2位に約 5倍の差を付けて世界最
高性能を達成した．なお，長年日本のスーパコン
ピュータ開発を指導して来られた三好氏は，惜しく
も地球シミュレータの完成を見ることなく，2001
年秋に亡くなられた．

 5.  スカラ並列形 
スーパコンピュータの時代

1980 年代から1990 年代前半はベクトル形／ベ
クトル並列形スーパコンピュータが全盛であったが，
一方で低廉なマイクロプロセッサを多数接続したス
カラ並列形スーパコンピュータが研究され，一部は
商用化されていた．1990 年代半ばにはマイクロプ
ロセッサの性能向上によって，スカラ並列形がベク
トル並列形に対して価格性能比で優位に立ち始め
た．米国は1995 年に核実験をシミュレーションで
代 替 す る 目 的 で ASCI（Accelerated Strategic 
Computing Initiative）プロジェクトを立ち上げ，
大規模なスカラ並列形スーパコンピュータをDEC，
IBM，Intel，SGI などの各社とともに複数機種開発
し，エネルギー省配下の国立研究所に設置した．以
降，米国ではスカラ並列形スーパコンピュータが主
流となり，地球シミュレータをしのぐ性能のスーパ
コンピュータが続々と設置された （3）．
このような状況の変化により，富士通もベクトル

並列形からスカラ並列形へ転換し，UNIXサーバと
共通のSPARC （4）アーキテクチャCPUを採用したス
カラ並列形スーパコンピュータ PRIMEPOWER 
HPC2500を開発し，2002年から出荷した．

 6. 京 （図8） の開発
地球シミュレータの完成後，次のスーパコン

ピュータ開発国家プロジェクトはしばらく検討段階
であったが，2005 年度からハードウェア要素技術
の研究開発が開始され，10 月には理化学研究所
（以下，理研と略）が開発主体となって次世代スー
パコンピュータ開発プロジェクトが始動した．
2006 年度には概念設計が行われ，富士通が提案し
たスカラ並列形の部分と，日本電気・日立製作所が
提案したベクトル並列形の部分の両方を備えた複合
システムとして開発されることになった．2007 年
度から詳細設計が開始され，2009 年度には試作製
造に着手，検証・修正ののち，2010 年 9月末から
出荷を開始した．この間，2009 年 5月にはリーマ
ンショック後の景気低迷の影響により，日本電気と
日立製作所がプロジェクトを離脱，富士通が担当す
るスカラ並列形の部分だけのシステムに仕様が変更
された．京を構成する本体のラック数は 864 本に
及び，出荷は 2010 年 9月末から 2011 年 8月まで
を要した．整備途上の 2011 年 6月には全体の 7/9
のシステムでTOP500 において世界一を達成した．
また，11月の TOP500 では全システムでの性能測
定を行い，史上初めて 10 PFLOPS を超える性能を
達成し，再び世界一となった．
筆者は概念設計の途中からこのプロジェクトに

参加し，ハードウェアシステムの開発を担当した．
京では当時当社最先端の 45 nm テクノロジーを
使ってCPUを開発した．CPUは当社のUNIXサー
バ用 SPARCアーキテクチャCPUをベースにして，
HPC向けの機能拡張を行う一方，省電力化のため
にスリム化を行った．CPUの開発は，半導体設計，
論理回路設計ともに順調に進み，消費電力を抑え込
むのに時間を要したものの，大きなトラブルもなく
予定どおりに進んだ．一方，インタコネクトは 8
万ノード超の並列計算機で機能するように，新しい
アーキテクチャのTofuインタコネクトを開発した．
これはゼロからの開発となったため，インタコネク
ト LSI の開発と，通信伝送路となるケーブルの開発
では様々なトラブルに見舞われた．伝送に使用する
ケーブルとしては，電気ケーブルと光ケーブルの選
択肢があり，電気ケーブルは省電力性，信頼性，コ
ストで有利であり，一方光ケーブルは伝送可能距離
が長い点で有利である．Tofu インタコネクトは隣
接結合でケーブル長を短くできるため，電気ケーブ

図7　�地球シミュレータ〔出典：https://commons.wi
kimedia.org/wiki/File:EarthSimulator.jpg
（参照日：2017年 1月11日）〕
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ルを使用することとした．しかし当時としては限界
に近い長さのケーブルとなったため，伝送誤り率の
低減には大変苦労した．
また，CPU稼動中の温度を低減して信頼度を向

上する目的で，京の冷却方式には水冷方式を採用し
た．当時計算機の冷却方式は空冷方式が全盛であ
り，当社としても 10数年ぶりの水冷方式の採用と
なったため，その開発も慎重に行った．水冷用クー
リングプレートはフジクラに製造を依頼したが，当
社のコスト要求を満たすためには海外製造拠点での
製造が必要となり，日本品質と同等の品質を海外製
造拠点で実現するため，フジクラには大変御苦労を
お掛けすることになった．
様々なトラブルを試作検証，改善施策で解決して

行き，ようやく 2010 年 9月末から量産出荷開始の
運びとなった．設置・ケーブル接続作業の都合から
8ラックを 1セットとしてトラック 1台に搭載し
て出荷し，これを 108セット約 40週間掛けて神戸
の理研計算機建屋へ設置するという段取りをした．
平均すると毎週およそ 3セットずつの出荷となる
が，出荷開始初期には一時的にCPU製造歩留まり
が低下してペースが落ち，後で増産して巻き返しを
図るなど，量産出荷も平穏無事ではなかった．
ハードウェアと，その上で動作するシステムソフ

トウェアについては，8万ノード超で問題なく機能
するよう設計したが，当社の社内開発環境では実規
模での実機検証は不可能なため，神戸の理研現地で
設置済みラック数が増加するのに合わせて，段階を
追って規模を拡大しながら実機動作検証を行った．
理屈の上では問題ないはずだが，実際に動かしてみ
てハングアップやスローダウンが起きないことを検
証して行った．この検証では性能確認も兼ねて
Linpack ベンチマーク （5）を走行した．

先に 8ラック× 108 セットで全体を構成してい
ると書いたが，108 セットの内訳は，東西方向に
12セット並んだものを 1列として，それを南北方
向に 9列並べて 108 セットを構成している．実機
動作検証の規模は，1列規模から開始して，3列，
5列と拡大していく作戦とした．
第一弾の 1列規模は，2011 年 1月 28日に実施．

1列 ＝ 96 ラック＝ 9,792 CPU で計測を行い，実
行時間 5.5 時間で 1.07 PFLOPS の性能を得た．第
二弾の 3列 ＝ 288 ラック規模は，2011 年 3月 11
日未明に開始し，実行時間 17時間余りで 18時 30
分過ぎに終了して，3.23 PFLOPS の性能を得た．
この当時公表されていた性能世界一は中国の天河
1A というスーパコンピュータで，その性能は
2.57 PFLOPS だったので，このときの計測で世界
一の性能を達成したことになる．
この日は読者諸氏御存じのとおり，東日本大震災

が発生した日で，川崎の筆者の事務所は 20階建て
ビルの高層階にあったため，長時間の大きな揺れで
事務所内は資料やパソコン等が散乱する事態となっ
た．当時は通信がほとんど途絶した状況で，巨大津
波災害が発生していることも分からず，神戸での計
測は大丈夫だろうか，この地震で納期は大幅に遅れ
てしまうだろうかと心配していた．この震災で亡く
なった 2万人近い方々の冥福をお祈りしたい．
富士通のスーパコンピュータ製造工場は石川県

にあるため，直接地震の影響は受けなかったが，構
成部品を供給している部品ベンダには東北地方に立
地している企業が少なからずあり，そちらへの影響
が問題になった．週明けの 3月 14日になると各部
品ベンダの状況が徐々に判明してきた．大きな打撃
を受けた部品ベンダは少なかったが，電気・水道と
いったインフラが止まって生産停止，また物流が途

図8　京（提供：理研）
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絶して輸送できないといった問題のため，部品集約
がストップした．3月末頃までにはインフラや物流
は徐々に復旧してきたが，一部の部品は工場被災の
ため代替部品に切替えを余儀なくされた．計画停電
のため安定した生産ができず，海外製造拠点での代
替生産に踏み切った部品ベンダもあった．各部品ベ
ンダの努力により部品生産は徐々に回復し，最終的
に約 1か月の工程延伸はあったものの，京の製造
は再開できるようになり，4月中旬には出荷を再開
した．
こうした各部品ベンダの努力の結果，2011 年 6

月の TOP500 では 7 列＝ 672 ラック＝ 68,544 
CPU 構成で 8.162 PFLOPS の性能を実現し，世界
一を獲得することができた．
その後更に残り2列分を2011年 8月までに完成

させ，2011年 11月のTOP500ではフル構成で9列
＝864ラック＝88,128 CPU構成で10.51 PFLOPS
の性能を実現し，再び世界一を獲得することができ
た．

 7. おわりに
現在理研と富士通は，ポスト「京」の開発を進め

ており，筆者もこの開発に参画している．国家プロ
ジェクトで税金を使って開発する場合，「開発する
よりも買ってきた方が安い」という批判が常に付い
て回る．
もちろん税金は無駄に使うべきではないし，その

ためには開発にせよ製造にせよ常にコスト削減を行
うことは重要である．しかし，そこから一足飛びに
「成果物を買ってくれば済む」という議論になるこ

とには違和感を覚える．
「買ってくれば済む」論を推し進めていくと，
スーパコンピュータ上で行う研究や開発も，外国の
成果物を買ってくれば済んでしまい，極端に言えば
自前で研究や技術開発を行う必要はなくなる．しか
し，そうした場合，その技術や研究を買ってくる費
用はどうやって稼ぎ出されるのか，それで我が国は
立ちゆくのだろうか，と考えてしまう．
技術を持っていることと，何か（ものとは限らな

いが）を作っていることとは鶏と卵の関係にあり，
何も作っていないのに自主技術があるなどあり得な
い，と私は思っている．筆者はこれからも自主技術
を開発しながらスーパコンピュータを開発していき
たいと考えており，ポスト「京」の開発にもそうい
う考え方で貢献していきたい．
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1 �はじめに
筆者は中国からの留学生で，2011年に同志社大学の
理工学部に入学し，現在は同大学院理工学研究科電気電
子工学専攻博士前期課程の2回生として勉学・研究に励
んでいる．

2 �どうして日本へ
筆者は親の仕事の関係で，高校時代から夏休みなどの
休暇を利用して，日本へ旅行に来たことがあった．その
当時から，日本語が全然分からなかったが，町がきれい
だし，交通も便利だし，礼儀やマナーを重視する日本人
には良いイメージがあった．中国と海を隔てる日本は距
離的にはとても近い．中国ではよく一衣帯水の隣国とも
言われる日本は飛行機に乗ればたったの3時間で着くこ
とができる．また，日本語の漢字は中国の漢字を使うの
で，何となく日本に対する親近感があるような気がした．
そのような理由より，中国に帰国してから，週末などの
余暇を利用し，趣味として日本語を勉強し始めた．
高校を卒業した後，更に日本人と日本文化に対する理
解を深めるために，かつ，世界でもトップレベルである
日本の電気電子についての知識を勉強するために，日本
の大学に進学することにした．

3 �日本の伝統と文化
筆者の大学は日本の古都である「京都」に位置してお

り，日本の古典伝統的な雰囲気を持っている町である．
外国人にとっては非常に人気がある観光地である．市内
の三条，四条や京都駅を歩けば，様々な国の人と出会う
ことができる．京都は四季がはっきりしていて，春は鴨
川の桜，夏は祇園祭，秋は嵐山の紅葉，冬が雪積もる清
水寺（図 1），と景色が季節によりそれぞれ違うので，
どの季節に来ても特別な風景を感じることができる魅力
的な町である．筆者もよく友達と一緒に市内の観光地に
行ったり，遊んだりした．
京都には，金閣寺，清水寺のような有名なお寺や神
社がたくさんある．その中で，一番好きなのは伏見稲
荷大社である（図 2）．たくさんの鳥居がお山の参道に
並んで立っていて，外れがない赤色のトンネルのよう
な気がする．階段に沿って登ったら，様々な神社が見
える．一周回って観光した後，帰る途中にはたこ焼き，
焼き鳥など，日本の食べ物を売る屋台が軒を並べてい
て，景色を見るだけではなく，おいしい当地の名物も
食べられる．
もう一つ日本の特徴としては，清水寺などの観光地で
は日本の伝統的な服「着物」を着る女性をよく見る．日
本でも最近は，着物を着る機会は少なくなってきたと言
われている．特に生活リズムが速い大都市では滅多に見
なくなった．しかし，着物の女性を見るたびに，日本で
は最新のファッションもはやっているが，伝統的な文化
もずっと守ってきたのだと感じられた．成人式や学校の
卒業式でも，和服を着る人が多く見られるのも伝統的だ
なと感じる．
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図 1　冬の清水寺 図 2　伏見稲荷への観光 図 3　研究室同級生の旅



4 �学校と生活
外国人として日本人の学生と同じ授業を受けたので，
大学生活の最初の頃は大変だった．特に電気系の授業の
内容が難しくて理解しにくい，かつ，専門用語が多いの
で講義がうまく理解できない場合が多かった．また，日
本語で実験レポートを書くとき，書きたいことがうまく
表現できなく困った場合がたくさんあった．そんなとき
は，たびたび日本人の友達，先輩，先生に気軽に尋ねら
れたし，難問があっても，皆いろいろと親切に教えてく
れたので，困難を解決し，だんだん学校の生活に慣れる
ことができた（図 3）．そのうちに，授業も勉強も面白
くなってきて，自信も取り戻すことができた．
また，日本での生活は，初めての海外での一人暮らし
であった．家族に頼らず自分でやらなければならないこ
とばかりでとても大変だと感じた．例えば，下宿を探す
とか，携帯や銀行の契約手続きとかなど，日本に来て初
めて経験したことがあった．最初は緊張や不安が多かっ
たが，自らの力で一つ一つの問題に対応し，問題が解決
できるようになった．問題をクリアできるたびに，その
後の達成感も得られとてもうれしかった．そして，それ
らは良い思い出や豊かな経験になった．今は，自分で考
え，判断し，決めることに慣れてきた．
そのほか，留学生活では，講義，文化や言葉だけでは
なく，学校以外のことにもチャレンジしてみたいと考
え，日本人の大学生がよくやるアルバイトも体験してみ
た．アルバイトは日本の社会と接触機会でもあり，学生
以外の人ともコミュニケーシュンすることができる．言
葉の関係もあるので，レジや品並べなど簡単な仕事しか
やったことなかったが，初めて給料をもらったときのう
れしさが忘れられなかった．
大学では，日本語の講義や留学生支援課の活動に参加
することにより，たくさんの留学生と知り合いになっ
た．皆それぞれ違う地域文化や習慣があるが，同じ国に
留学することで，お互いに面白い体験や考えを共有し交
流できた．また，留学生同士一緒に勉強したり，料理を
作ったり，遊びに行ったり来たりすることができるの
で，楽しかった．特に自分の国の伝統的な祝日や祭りの
日でも皆と一緒に過ごせるので，退屈さを感じることな
く，豊かで充実した留学生活を送れている．
現在学んでいる電気や通信系はインフラに属し，社会
生活や社会経済の基盤として，現代社会において不可欠
な存在である．日本の電力と通信は民営化しているが，
機能，設備や技術のレベルが高く，信頼性も高いと感じ
た．日本は，無線通信や携帯の普及率と人口カバー率が
高く，生活に便利な情報を提供している．更に，地震速
報のような緊急警報などもあるし，通信が安全安心な社
会を支えていると感じる．

5 �カルチャーショック
一番びっくりしたことは理工学部での男女比率だ．私

が所属する大学における電気電子工学科の学生200人中
で女子が8人しかいないので，女子比率は僅か4％であっ
た．小クラスに分けて講義を受ける場合，自分以外全部
男子の場合もあった．一方，中国の大学の理工学部では
一般的に女子が1～2割ぐらいは占めるそうだ．多いとは
言えないが，少なくとも日本より割合が高い．現在，日
本の大学では理系女子支援制度を実施していると聞いて
いるので，今後は女子の人数が増えていくだろうと思う．
日本の多くの企業は長期・終身雇用制度であり，安定
性が高い，新入社員に対する研修期間が長い，という特
徴がある．最近はグローバル化が進んでいるが，留学生
はずっと日本で働く確率が低いので，安定性を考え，外
国人の採用をためらう企業が多い．また，就職活動で
は，情報収集や面接，特に日本人と一緒にグループディ
スカッションする場合，弱者層だと感じた．これからグ
ローバル化がどんどん進んでいくので，日本で働く留学
生の就職に対するサポートをする必要があると思う．

6 �今後
専門知識や言語の勉強はもちろん，ほかの留学生や日
本人学生など，できるだけ多くの人との交流や活動に参
加し，これからもたくさんのことを体験したい．一人で
新しい環境にいると，自分ができないこと，足りないも
のを実は簡単に見付けることができる．そのようなとき
には，冷静に考え，周りの人から良いことを吸収し，自
分を成長させていきたいと思っている．
これまでの日本留学期間中，周りには優しい人が一杯
いて，いろいろお世話になった．これからは，自分の今
までの経験を生かし，今度は日本へ留学に来たばかりの
学生の助けになりたいと思う．
卒業後は日本の会社に入社する予定なので，仕事の内
容や社会人としての知識をたくさん学んで，グローバル
なエンジニアになりたいと思っている．未来への道のり
はまだまだ遠いということを知っているが，留学の経験
を生かして新たな挑戦を迎えようとしている．

馬　健� （学生員）
2015 同志社大・理工・電子卒．2015-
04から同大学院理工学研究科電気電子
工学専攻博士前期課程在籍．
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1 	はじめに
日常生活で利用している電化製品や自動車，電車など
の仕組みや歴史を学ぶ博物館や自然科学の原理を学ぶ科
学館などは，全国各地にたくさんあります．今回は放射
線について勉強したいと思い，原子力科学館に行ってき
ました．

2 	原子力科学館で勉強しよう！
原子力科学館（図 1）は，日本で最初に「原子の火」
がともった茨城県東海村にあります．原子の科学や放射
線について，これらの研究に関わった科学者たちの足跡
とともに紹介されています．ちなみに，入場は無料です．
原子力科学館の展示は大きく分けて，原子力の基本原
理を楽しく学べる「がっちりゾーン」と，原子力の技術
や，その未来について更に詳しく知ることができる「じっ
くりゾーン」の二つで構成されています．

3 	「がっちりゾーン」	で基礎を学ぼう!
「がっちりゾーン」の展示には，ドリーム・シリンダー，

アトミック・パノラマ・スコープ，アインシュタイン・
スクエアがあります．ドリーム・シリンダーでは，東海
村と岐阜県飛騨市神岡町をつなぐ東海 –神岡間長基線
ニュートリノ振動実験等についてパネルで紹介していま
す．ほかにも，19世紀末の放射線の発見から始まる，
重要な発見をした人たちを紹介するコーナがあります．
アトミック・パノラマ・スコープは幅 24 mある大形ス
クリーンです（図 2）．宇宙と原子の世界をCG映像で
紹介してくれます．アインシュタイン・スクエアで，ま
ず目にしたのは実物の周期表です（図 3）．周期表に並
んだ元素記号だけでなく，実物も展示してあり，面白い
と思いました．住居室内を模した空間で実際に放射線を
計測するコーナもありました．ここでは，ハンディタイ
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図 1　原子力科学館の外観
 （提供：原子力科学館） 　　

図 3　実物の展示がある周期表
 （提供：原子力科学館） 　　

図 2　壁面一杯のアトミック・パノラマ・スコープ
（提供：原子力科学館） 　　
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プの放射線量率計を手にして，食品や肥料等からどのく
らいの放射線が出ているのかを理解することができま
す．また，私たちが大地から受ける放射線について鉄道
模型を走らせながら体感できるコーナもありました（図
4）．トンネル内部等花崗岩のそばでは放射線量が多く
なるようです．放射線というと怖いイメージがあります
が，私たちの身の回りにもごく普通に存在しているのが
よく分かります．

4 	「じっくりゾーン」	で詳しく知ろう！
「じっくりゾーン」の展示では，原子とは何なのか，
放射線の性質や強さ等について解説があります．その中
の天然原子炉オクロ鉱山についての説明ビデオはとても
興味をそそられました．約 20億年前に，たまたま偶然
にも通常より高い濃度のウラン（235）と地下水が遭遇
し，原子力発電所のように連続して核分裂が続く臨界状
態になったということでした．そのときのエネルギーは
原子力発電所 5基分だったそうで，それが 60万年も続
いたというのですから驚きです．
このゾーンには世界最大級と言われる霧箱があり，自
然に降り注ぐ放射線が飛んだ様子を目で見て体感できま
す（図5）．白い線の形で放射線の種類が分かるそうです．
アルファ線は太く短い線，宇宙線ミュー粒子は太く長い
線として見られるそうです（図 6）．

5 	おわりに
今回は原子力科学館を紹介しました．原子力に関する
歴史，技術について分かりやすい説明があり，とても勉
強になりました．特に霧箱の観察等で放射線は日常に存
在するということが実感できました．放射線をただ怖が
るのではなく，しっかり理解することはとても重要だと

感じました．
原子力科学館では通常の常設展示以外にも季節ごと
に特別講演や工作教室等のイベントが企画されるそうで
す．また，団体の方に限るそうですが，事前に相談すれ
ば，「霧箱」製作を体験できるそうです．皆さんも，是
非足を運んでみて下さい．
謝辞　本稿執筆にあたり，貴重な写真を御提供頂き，
館内を案内して下さった原子力科学館の皆様にお礼申し
上げます．

Access
「原子力科学館」

開館時間：9	：	00 ～ 16	：	00
休 館 日：	毎週月曜及び年末年始．祝日の場合は翌日
入 館 料：無料
所 在 地：茨城県那珂郡東海村村松 225-2
交　　通：	JR 常磐線「東海駅」東口より，茨交バス　	

茨城東病院行「原研前」下車徒歩 2分
Ｕ Ｒ Ｌ：	http://www.ibagen.or.jp/index.php

真鍋哲也 （正員）
1989阪大・基礎工卒，1991同大学院
修士課程了．2007西オーストラリア大
経営大学院修士課程了．1991	NTT入社．
以来，計測制御技術，光媒体切換技術
等アクセス設備運用保守技術の研究開
発に従事．現在，NTTアクセスサービ
スシステム研究所勤務．博士（工学）．

71科学館・博物館めぐり　原子力科学館

図 4　大地から受ける放射線について説明する鉄道模型
（提供：原子力科学館）　

図 5　世界最大級の霧箱

図 6　アルファ線（左）とミュー粒子（右）の軌跡
（提供：原子力科学館）
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1 	はじめに
近年，航空機によるブロードバンド環境や海洋資源開

発のための船舶との大容量データ通信に加え，災害時の
通信手段の確保など，様々な場面での衛星通信への利活
用ニーズが高まりつつある．欧米においても，High 
Throughput Satellite（大容量衛星通信： HTS）システ
ムと呼ばれる通信容量の大容量化を狙った衛星通信シス
テムの開発が進んでいるが，我が国においても人々の社
会経済活動のあらゆる領域において，好きなときに，好
きなようにブロードバンド通信を可能とするための衛星
を開発するため，総務省を中心として検討を進めている．

2 	ICT を取り巻く社会的情勢変化

我が国は，1.4 億という人口以上の携帯端末が流通す
る世界有数の ICT（情報通信技術： Information and 
Communications Technology）先進国ではあるが，近
年は経済的地位の低下をはじめ，少子高齢化，大規模災
害などの様々な社会的課題に直面しており，これらの課
題の解決に ICT が期待されている．例えば，高性能ス
マートフォンや，ビジネス用途における大容量のファイ
ル転送に対応した高速データ通信の利用が拡大している
が，これらのニーズに対応するためのより高速・大容量
で利便性の高い第 5 世代移動通信システムの検討が国際
的に進められている．更に，高度交通システム（ITS： 
Intelligent Transport Systems）や災害用ロボットも含
めた機器間通信（M2M 通信： Machine to Machine）
等の利活用拡大をはじめ，フルハイビジョンの 4 倍の解
像度を持つ 4K の試験放送が始まり，2020 年の東京オ
リンピック・パラリンピックまでには 4K ／ 8K の本放送
が視聴できるよう準備が進められている．

現在，携帯電話等による人口カバー率は全国の 99％
を超え，国民が居住する空間ではおおむねどこでも通信
ができるような環境が整備されつつある．しかしなが
ら，面積カバー率で見れば全国土の約 60％（推定）程
度にとどまっており，依然として残りの地域はブロード
バンド通信を享受することが困難な不感地域として残存

している．更に，海域や空域など地上よりも更に広い空
間ではいまだにブロードバンド環境が整備されていると
は言い難い．近年の社会経済活動のグローバル化に伴
い，航空機による長距離移動時のブロードバンド環境へ
の期待が高まりつつあるほか，地球温暖化等による北極
圏航路の新たな開放や日本海域での海洋資源開発の活性
化等により，船舶等でのインターネット環境への需要も
高まりつつある．東日本大震災の際には，技術試験衛星
である WINDS「きずな」や ETS Ⅷ「きく 8 号」等の
衛星通信網が非常通信手段として機能し，災害発生時に
おける衛星通信システムの有効性が改めて見直される契
機となった．人々の社会経済活動のあらゆる領域におい
て，好きなときに，好きなように 100 Mbit/s 程度のブ
ロードバンド通信を可能とするためにも，より広域をカ
バーする ICT 基盤の整備が期待されている．

3 	衛星開発の歴史

1959 年（昭和 34 年），米ソの相次ぐ人工衛星打上げ
成功により我が国においても宇宙開発の機運が高まり，
1970 年（昭和 45 年）に我が国初の人工衛星「おおす
み」（東京大学）の打上げに成功した．その後も国家プ
ロジェクトとしてバスやミッション機器等の研究開発を
進め，1977 年（昭和 52 年）には，我が国初の通信衛
星 CS「さくら」の打上げに成功したほか，表 1 のよう
に次々と後継機の打上げに成功した．その中には，高ま
りつつある安全保障等に対応するための情報収集衛星を
はじめ，気候変動や地球観測のためのリモートセンシン
グ衛星，高精度測位のための準天頂衛星など多様な用途
の衛星が含まれており，我が国衛星開発の技術水準向上
に大きく貢献した．

こうして我が国独自の衛星開発が軌道に乗りつつ
あったが，1990 年（平成 2 年）米国貿易政策に関して
政府間で締結された「日米衛星調達合意」があり，この
結果，技術試験衛星を直接実用に供することが禁じられ
るとともに，国等が開発する実用衛星も国際競争入札の
適用対象とされた．このため，国が行う技術開発が実用
のニーズと必ずしも合致するものとならず，また実用衛

ⓒ電子情報通信学会2017

次期技術試験衛星の実現に向けて
総務省情報通信国際戦略局　衛星開発推進官

後藤祐介 Yusuke Goto 
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星ではより安価な海外製が多くを占めるようになり，少
数生産で高コストの国産衛星は大量生産で低価格の欧米
の商用衛星に苦戦し，国内衛星産業や国際競争力の観点
からも諸外国の後じんを拝することとなった．
世界の宇宙産業については，衛星サービスをはじめ衛
星製造，打上げ，地上設備等から構成されているが，こ
のうち約 8割が通信・放送衛星で占められており（残
りはリモートセンシング（リモセン）や測位等），我が
国宇宙産業の国際競争力を強化し，産業基盤技術を維
持，強化していく上でも極めて重要な分野として，諸外
国ともに国を挙げて積極的な開発投資を行っている．我
が国がこの分野で競争力を維持していくためにも，この
ような諸外国の取組みを参考にしつつ，我が国の財政状
況等も踏まえながら官民一体となった取組みが不可欠で
ある．

4  通信・放送衛星の開発動向

通信・放送衛星に用いられる周波数のひっ迫が懸念さ
れている．使用周波数帯の観点からは，Kuバンドまで
の比較的低い周波数帯については衛星先進国が占有して
おり，世界的にも周波数ひっ迫が懸念されているため，
Kaバンド以上で広帯域を使用する衛星通信への関心が
高まっている．Kaバンドについては，欧米を中心とし
てKaバンドマルチビームによるHTSシステム等が開
発されているなど，世界的にも利活用促進に向けた新た
な研究開発が進められている．Kaバンド技術に関して，
我が国では 2008 年打上げの技術試験衛星WINDS「き
ずな」によるアクティブフェーズドアレーアンテナ，再
生中継交換器等の高速大容量通信技術の実証実験を実施
している．また，今後の大容量衛星通信のコアとなる要
素技術の一つとして，軌道上で衛星リソースの再構成が

可能なチャネライザのKaバンドへの適用を目指して
200 MHz 帯域のチャネライザを地上試験による評価も
実施している．このほか，ミリ波や光の帯域についても
先駆的に開発した実績などを有しているが，持続的と思
われる利用モデルが明確になっていないこともあり，先
行する海外に比較して進んでいない．今後の広帯域化や
我が国衛星の海外展開を見据えた研究開発を進めていく
上では，Kaバンドの更なる開拓のほか，欧米の研究開
発動向や我が国における電波利用動向等を踏まえた光，
ミリ波等の新たな周波数帯も考慮すべきである．
また，これらのミッション機能の高度化に対応したバ
ス技術の高機能化のための開発も合わせて行う必要があ
る．具体的には，今後のマーケットニーズに対応するた
め，欧米有力企業では現状の 15 kW級の衛星キャパシ
ティを超える 25 kW級の電力開発が進められている．
このほか，打上げコスト削減や重量削減等のため，衛星
の軽量化が進められており，イオンエンジンやホールス
ラスタといった電気推進機構をはじめ，薄膜太陽電池パ
ネル，高効率熱制御ラジエータ，高精度姿勢制御等の要
素技術開発が進展している．欧州ではALPHASATのよ
うな大形衛星に加えて，NEOSATのような中形衛星の
開発にも注力している．このように通信の高度化・多様
化と打上げコストを削減するための衛星の重量軽減の両
方に対応するためのバス開発も必要となりつつある．

5  我が国宇宙政策の動向

一昨年（2015年）1月，宇宙開発戦略本部において，
宇宙政策をめぐる環境変化や安全保障政策，産業界の投
資の予見可能性を高め産業基盤を維持強化するという観
点から，新たな宇宙基本計画が決定された．
この中においても，「通信・放送衛星に関する技術革

表1　我が国の主な衛星開発の歴史

1977 年（昭和 52年） 我が国初の通信衛星CS「さくら」米国より打上げ

1978 年（昭和 53年） 初の放送衛星BS「ゆり 1号」米国より打上げ

1983 年（昭和 58年） 国産ロケットにより，通信衛星 2号 CS-2a「さくら 2号」

1986 年（昭和 61年） 国産ロケットにより，放送衛星BS-2b「ゆり 2号」

1990 年（平成 2年） 《日米衛星調達合意》民間衛星 JSAT

2003 年（平成 15年） 情報収集衛星

2006 年（平成 18年） ALOS「だいち」，ETSⅧ「きく 8号」

2007 年（平成 19年） 民間衛星BSAT-3a

2008 年（平成 20年） WINDS「きずな」

2010 年（平成 22年） 準天頂衛星QZS「みちびき」
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新を進め，最先端の技術を獲得・保有していくことは，
我が国の安全保障及び宇宙産業の国際競争力の強化の双
方の観点から重要である．このため，（～略～）新たな
技術試験衛星を平成 33年度めどに打上げることを目指
す」とされており，産業・科学技術基盤の維持強化とい
う観点から技術試験衛星の必要性が述べられている．
特に，今後 10年間を見据えた通信放送衛星を開発す
る上では，このような産業基盤技術維持の観点を踏まえ
つつも，技術実証という観点から将来にわたる利用ニー
ズを見据えた上での開発が不可欠である．ETS Ⅷ「き
く 8号」以降，通信・放送分野に関する技術試験衛星
の具体的な打上げ計画がない状態が続いているが，これ
はサービス提供者や利用者が想定するニーズに整合する
技術開発要素を設定できていないことも要因の一つであ
り，衛星製造事業者等のみならず衛星通信サービス提供
者や利用者の具体的な意向も把握するなどのニーズ集約

を行い，技術実証衛星により達成を目指す目的の明確化
を行う必要がある．

6  世界の衛星通信市場概要

全世界で運用中の衛星は約1,100 機程度存在するが，
その約半数の50％が通信・放送衛星である（このほか，
リモセン衛星，研究開発衛星，測位衛星，軍事衛星，科
学衛星等が各々1割程度）．また近年では，従来のFSS
（固定衛星サービス： Fixed Satellite Service）衛星に対
してスループットを大幅に向上させた高速大容量の衛星
であるHTSが増加しつつある．表2は，2015年 2月ま
でに打ち上げられた主なHTSと計画中のHTSの一覧で
あり，中軌道のHTS（O3b：12機）を含めて，15衛星
事業者，40 機のHTS が打ち上げられている．なお，
HTSについては現在統一的な定義は存在しないが，通常

表2　HTSを運用する衛星事業者（計画中を含む）
事業者名 国 主なHTS衛星（打上げ済） 主なHTS衛星（計画）

Arabsat アラブ諸国 Arabsat	5B,	5C Arabsat	6B

Avanti イギリス Hylas	1,	2 Hylas	3,	4

China	Satcom 中国 ─ Chinasat	16

DirecTV アメリカ Direc	TV　10,	11,	12,	14 Direc	TV　15

Eutelsat 欧州 KA-SAT,	Eutelsat	25B,	3B Eutelsat	172B

Gazprom ロシア ─ Yamal	601

Hispasat スペイン Amazonas	3 Amazonas	5

EchoStar（HNS） アメリカ Spaceway	3,	Echostar	17 Echostar	19

Inmarsat 国際 Global	Express	I-5（2機） Global	Express	I-5（2機）

INSAT インド ─ GSAT-11

Intelsat 国際 ─ Intelsat	Epic（全 6機）

NBN オーストラリア ─ NBN-1A,	1B

Newsat オーストラリア ─ Jabiru-1

O3b イギリス O3b（全 12機） O3b（第二世代）

RSCC ロシア Ekspress	AM5,	AM6 Ekspress	AM8

SES ルクセンブルグ Astra	2E,	2F,	2G SES	12,	14,	15,	16

Spacecom イスラエル AMOS	4 AMOS	6

Star	One ブラジル ─ Star	One	D1

Thaicom タイ IPStar	1 ─

Telesat カナダ Anik	F2 Telstar	12	Vantage

Telenor ノルウェー ─ Thor	7

Turksat トルコ ─ Turksat	4B

Viasat アメリカ Wildblue	1,	Viasat-1 Viasat-	2,	X

Visiona	Brazil ブラジル ─ SDGC

Yahsat UAE Yahsat-1A,	1B Al	Yah	3
（総務省「次期技術試験衛星に関する検討会報告書」（平成27年4月）から引用）
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は同じ帯域幅で少なくとも2倍以上にスループットを向
上させた高速大容量の衛星を指すことが多い．
衛星通信サービスは，FSS と移動衛星サービス

（MSS：Mobile Satellite Service）に分類されるが，世
界的なブロードバンド通信の需要が高まっている中，近
年ではFSSとMSSの市場の境界が曖昧になりつつある．
従来の FSS に属した船上地球局（ESV：Earth Station 
on Vessels）が海上で広範に使われ始めているほか，地
上の固定アンテナで受信されていた衛星テレビ（DTH：
Direct-to-home）が海上で普及するなどの動きが見ら
れる．事業者にとっても FSSとMSSの区別が明確でな
くなってきており，Intelsat のような FSS通信事業者が
飛行中のインターネット接続や海事セクター（ガス・油
田探査，クルーズなど）での利用を成長市場とみなした
り，Inmarsat や Iridium のようなMSS 通信事業者が
衛星コンステレーションを FSS アプリケーションにも
利用しようとしたりする動きが見受けられる．このほ
か，Boeing などの航空機内においてWi-Fi 通信が可能
となるようなブロードバンドサービスも進展しており，
特に欧米におけるKuバンド周波数の枯渇に伴い，Ka
バンドを用いたサービスも拡大しつつある．このような
移動体（船舶，航空機等）における大容量通信の利用
ニーズの高まりを受け，ITU-R（国際電気通信連合無線
通信部門： International Telecommunication Union 
Radiocommunications Sector）においても ESoMPs
（Earth Stations on Mobile Platforms）と呼ばれる移
動地球局に対して主にKaバンドの固定衛星サービス
（FSS）の周波数帯を利用して衛星通信サービスを行う
ことに関する検討が始まっている．

6.1　バス分野　
商用静止衛星の世界的な技術トレンドを見ると，通
信・放送衛星はブロードバンド化に伴う通信容量の大容
量化，多チャネル化（多数の中継器搭載）が進む見込み
であり，消費電力は増加する傾向である．このため，例
えば衛星の大形化や静止衛星バスの大電力化（25 kW
級）がバス技術として進展している．
また，衛星自体の質量を減少させることによる打上げ
コストの低減，ペイロード質量比の増大を目的として，
電気推進を搭載しているバスの開発も進んでいる．米国
の SSL（Space Systems/Loral）社，Orbital Sciences
社，Boeing 社，Lockheed Martin 社，欧州の Airbus 
Defence and Space 社，Thales Alenia Space 社など
各社が電気推進衛星バスの開発を加速させている．
衛星へのミッション機器の相乗り（Hosted Payload）
を含むマルチミッション化への需要の高まりを背景に，
ミッション機器の搭載効率の向上技術の開発も進んでい

る．マルチミッション通信衛星をサポートする高性能バ
スや質量／体積を最適化する技術が求められている．更
に，衛星としては長寿命化（10～15年）に対する期待
が大きくなっている．
特に，世界の商業通信衛星分野において全電化衛星が

注目されている．全電化衛星とは，従来の化学推進系で
はなくイオンエンジンやホールスラスタ等の電気推進系
のみを搭載した衛星のことであり，軌道保持や姿勢制御
だけでなく軌道遷移にも電気推進系を使用するのが特徴
である．米国 Boeing では，全電化衛星バス「702SP」
を開発・市場投入し，ABS（Asia Broadcast Satellite）
社，Eutelsat 社と事業協力の協定を結び，各社2機ずつ，
合計 4機の製造契約を獲得した．2015年 3月 2日，世
界初の全電化衛星となる2機（ABS-3A，Eutelsat 115 
West B）の衛星を上下連結状態によりFalcon 9 で打ち
上げた．また，Boeing 社以外の米国内のほかの企業も
開発に乗り出しており，Lockheed Martin 社，SSL社が
全電化衛星のプラットホーム設計を開始している．
一方で，欧州勢も先行する米国に対して追随の構えを
見せている．ESAは ARTES-33 プログラムとして全電
化衛星バス Electra を開発中である．同プログラムは
SES 社 と ESA の 官 民 連 携（PPP：public–private 
partnership）で進められており，衛星メーカとしては
独国のOHB社が選定されている．開発完了は 2018 年
で，ターゲット衛星質量は 3 t 程度と計画されている．
また，CNESは商業通信衛星の市場競争力を強化するた
め，2019 年初打上げ予定の全電化衛星Neosat の開発
に 注 力 し て い る．Airbus Defence & Space 社 と
Thales Alenia Space 社はNeosat 技術を導入し，現在
の生産ラインを使った独自プラットホームの開発を計画
している．今後の全電化衛星やハイブリッド衛星の活用
により，今後数年間で衛星質量は大幅に低下し，3 t 近
辺の衛星が増加することが見込まれている．

6.2　ミッション分野　
前述したHTS の多くは，Kaバンドを使い多数の狭
域スポットビームを照射することにより大きなスルー
プットを実現している．HTS誕生の背景には，C，Ku
バンドが周波数制約上飽和状態にある中で，新規の大容
量通信需要を満たすKaバンドマルチビーム利用への関
心が高まってきたことが挙げられる．HTSは衛星 1機
当りの通信容量が飛躍的に増大しているため，衛星事業
者にとっては衛星通信サービスのビット単価を低減させ
ることが可能になると期待されており，欧米を中心とし
て世界的にも積極的な取組みが進められている．
Kaバンド利用の歴史は古く，1980年代には我が国だ

けでなく欧米各国の宇宙機関がKaバンドの研究開発を
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開始していた．しかし新しいハードウェア開発と品質保
証には多大なコストが掛かり，生産数量が少ないうちは
供給側，購入側ともに多大なコスト負担が生じることか
ら，当初衛星通信事業者はKaバンド利用には消極的で
あった．また当時，Kaバンド導入が進まなかった潜在的
な要因として，衛星の高出力増幅器の中心部となるKa
バンド進行波管（TWT：Traveling Wave Tube）の供
給におけるボトルネックがあったとも考えられている．
現状でもKaバンドTWTは市場規模や参入コスト等の
障壁から仏国の Thales Electron Devices 社と米国の
L-3 Communications 社の 2社のみで市場シェアの9割
近くを独占している．
しかしながら，近年の周波数ひっ迫事情などが後押し
し，現在では 25の衛星事業者がKaバンドを利用した
HTSについての打上げ計画を有するに至っている．具
体的には前述の表 2のとおり，15 衛星事業者がHTS
を既に打上げており，残りの 10事業者は 2017 年まで
に最初のHTSを打上げる予定となっている．これらの
動きによりKaバンド TWTの需要が保証されれば，供
給のボトルネックの問題も緩和されていくものと推察さ
れる．近年では多くの衛星通信事業者がHTSの利用に
積極的な姿勢を見せている．

7  今後の具体的な検討課題

通信・放送衛星の国際競争力を高めることは，宇宙基
本計画でうたわれた宇宙機器産業の維持発展という観点
だけでなく，国内社会基盤への貢献という観点からも必
須である．そのためには，打上げコストの削減につなが
る衛星バスの低重量化や大電力・高機能化，通信・放送
機能をつかさどるミッション系技術の双方におけるイノ
ベーションが必要である．
衛星バスに関しては，現状の衛星推進用の燃料は化学

燃料が主であり，例えば静止衛星では総重量の約半分を
占め，重量の増大を招いている．このため，今後は電気推
進機構などを採用した新たなバス開発により重量を増や
さないでこれらの需要帯域に応じた柔軟な衛星設計が求
められる（図1）．また，商用通信衛星の最大発生電力は，
2020～2030年は25 kW程度までの電力が必要となって
くる見込みであり，大電力化に対する検討も必要である．
更に，次世代の光通信衛星や次期気象衛星等の静止地球
観測衛星，HTS等の高度なマルチビームを用いた通信衛
星等において，高い姿勢安定化技術が要求されつつある．
既に述べたとおり，海域や空域利用，災害時などにお
ける衛星通信に対するニーズがあり，またその衛星通信
に対するブロードバンド化への期待に応えるため，HTS
が出現しつつあるが，このようなHTS 実現のための
ミッション技術に関し，オペレータサイドからは幾つか
技術要望が寄せられている．例えば，トランスポンダを
またぐ帯域の使い方ができず，特定のトランスポンダだ
け混んでほかは空いているというような非効率性がある
といった意見や，3万 6,000 kmによる遅延はやむを得
ないが衛星システム全体としてのユーザ視点に立った高
速化が不可欠，今の高スループットはマルチビーム
（ビーム数 × 帯域）で実現しているが単位ビーム当りで
見ると投資に見合った回収性が得られていない，衛星地
上間の特定ルートがふさがっていた場合の通信トラヒッ
ク軽減のためのう回ルート技術が未確立，故障時の代替
衛星や代替中継器への切換には時間が掛かる，東京など
にトラヒックが集中してクリティカルになるので，ゲー
トウェイを分散させるなどのアンバランスなHTSビー
ム構成が必要などの要望も挙がってきている．今後の通
信衛星の更なる利活用促進のためには上述のような性能
の改善を図っていくことが不可欠である．
ユーザサイドからも，企業が自然災害等の緊急事態に
遭遇した際に事業の継続を図るための事前取組みである

図1　化学推進系と電気推進系の衛星重量比較
（総務省「次期技術試験衛星に関する検討会報告書」（平成27年4月）から引用）
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BCP（事業継続計画：Business Continuity Plan）など
の観点において衛星系システムの利活用が見直されてい
るが，その際に以下のような課題が寄せられている．具
体的には，地上系通信システムに比して非常に遅い伝送
速度しか提供できないといった意見をはじめ，コストが
高い，使いたい場所で使いたい時間にすぐに使えない，
地球局アンテナの設置や通信ケーブルのビル内引き込み
が困難で運用場所の変更等の柔軟性が低い，悪天候や太
陽雑音などの自然現象による回線断や品質劣化，無線従
事者資格所有者や可搬局設置に必要なスキル所有者の確
保が困難などの指摘があり，これらの要因によって通信
分野における衛星の利活用が十分に進んでいないのが現
状である（図 2）．
以上の点を克服した新たな衛星開発を行うため，一昨
年から総務省において，衛星メーカや衛星オペレータ，
大学有識者から成る検討会を立ち上げ，今後の技術試験
衛星の打上げに向けた検討を進めてきた．
現時点での案ではあるが，検討会では表 3のような

コンセプトモデルが提案されている．本スペックは，あ
くまでも標準的な打上げ質量 3.5 t 程度を想定した通信
ミッションのケースであるため，今後の検討過程で更に
異なる数値となる可能性もあり得る．また同様に，⑤の
周波数帯域についても，技術試験を行う際の最小目標値
であり，余裕度等によりこれよりも大きな帯域幅となる
可能性がある．

8  おわりに

衛星の高度化や通信ミッションの高度化が諸外国で
も進展しつつあり，我が国でもこれらの高度化技術を用
いた衛星，通信ミッションのニーズが今後高まってくる
ものと想定されるが，現時点で当該技術の保有には至っ
ていない．このため，衛星の安定調達のためサプライ
チェーンの維持や必須部品の国産化等を図り，適切な衛
星製造機会の確保や日本の強みとなる分野の強化を図る
ことが必要である．
宇宙産業の 8割は通信・放送衛星であり，宇宙産業
の振興という観点から国内需要のみならず海外需要の取
り込みを図る上でも，衛星全体だけでなく通信衛星コン
ポーネントとしての国際需要のある部品も同定し，その
ための実証環境を構築していくことが必要である．
なお，機能検討にあたっては，想定されるものを全て
詰め込んだ，いわゆる「満艦飾」的なものではなく，研
ぎ澄まされ洗練された限定的な要素に絞って機能実現す
る方向性が望ましい．我が国の科学技術力によって中長
期的な競争力を確保するという観点からは，想定し得る
あらゆる技術要素について検討を行うべきではあるが，
ユーザサイドではオールラウンドな高性能化よりもむし
ろ，コストや開発期間，早期納入，品質保証などといっ

図2　主要な商用通信衛星の伝送速度とコストの比較
（総務省「次期技術試験衛星に関する検討会報告書」（平成27年 4月）
から引用）

表3　到達目標のコンセプトモデル

①コンセプト
　　○オール電化推進系を採用し打上げ質量削減（5�t → 3�t 級），安価な打上げ手段の確保．
　　○�我が国の先進的な技術力・通信環境を生かした，現在の衛星通信サービスの限界を突破する，5G対応の適応型

HTS．

②発生電力　15�kW以上，供給電力 11�kW以上【現状は各々，13�kW，9�kW程度】

③推進系　電気推進によるオール電化衛星【現状は化学燃料系が主流】

④軌道遷移時間　現状実績（約半年）に比べて 2/3 以下【現状の電気推進系は約半年】

⑤�周波数帯域　Kaバンド（帯域幅 500�MHz（ETS））【現状 500�MHz 以下（Kuバンド），Kaバンドの国際周波数調整の
動向等を鑑みて設定】

⑥�スループット　100�Mbit/s（ユーザ当り），10�Gbit/s（光フィーダリング）【現状は各々，10�Mbit/s，1～2�GHz（電波）
程度】

⑦�柔軟性・機動性　任意の地点に任意の容量を伝送できる技術（DC（ディジタルチャネライザ：Digital�Channelizer）
（250�MHz／チャネル以上）�＋�DBF（ディジタルビームフォーミング：Digital�Beam�Forming）の一体化，マルチビー
ム高精度・高効率形成技術）
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た実用的な観点も一定の訴求力がある．例えば自動車の
例で言えば，トヨタ社のカローラが海外で高い評価を得
て継続的なマーケットシェアを得ているのは，無駄のな
いシンプルな構造や長寿命性能を低コストで実現してい
るからである．このようなコンセプトからの技術選定を
行うという視点も取り入れつつ，先進性とユーザニーズ
への対応という両面でバランスの取れた全体構成を考え
ることが望ましい．
欧米諸国と比較して静止衛星打上げ数が少ないこと
から，相対的に我が国の衛星バスの軌道上実績が乏しい
が，欧米諸国を凌駕する技術水準が実証されれば他国へ
の売り込み能力の向上も期待できる．特に，我が国の宇
宙分野への公的投資の状況を踏まえれば，欧米先進国や
中国などの宇宙新興国との競争を勝ち抜くためには，投
資額の絶対的な量ではなく，衛星本体やコンポーネント
の質そのもので差別化を図っていくべきである．柔軟な

チャネライザ技術やスループット向上技術など我が国の
強みを生かせる分野への重点的な投資を図りつつ，欧米
諸国との競争に勝ち抜くための更なる戦略について，今
後とも官民連携で知恵を出し合い，意見や情報の共有を
図れる場を醸成するなど，更なる連携の枠組み強化を
図っていきたい．

後藤祐介 　　
�1999 入省以来，情報通信行政に従事．
2008 から総務省情報通信流通行政局
地情放送課課長補佐として，地上デジ
タル放送の全国展開に関する業務に携
わったほか，2011からは，総合通信基
盤局基幹通信課課長補佐として，東日
本大震災の復興対策関連に従事．2014
からは情報通信国際戦略局宇宙通信政
策課衛星開発推進官として，通信放送
衛星の高度化や宇宙産業育成に向けた
政策企画立案を担当．現在に至る．
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多様な人材育成に向けて
平成29年度通信ソサイエティ会長 守倉正博

Masahiro Morikura

現在の電子情報通信学会や筆者の在籍する大学の学
生たちに接して，思うところを述べます．本会で

はいろいろな方から最近の会員数減少や赤字の財務体
質について報告されています．このような状況で学会
活動を活性化させ，日本の技術力を高める議論が種々
されています．この課題について筆者の能力では処方
箋を示すことは困難かもしれませんが，議論の素材と
なる私見を述べたいと思います．
日本の強い分野は，技術として世代を重ねて，改良
を図り，装置やシステムの性能を向上させる点にある
と思いますし，着実に先輩から後輩へ人材育成が行わ
れていると思います．その一方，従来技術の延長上で
はなく，新しくパラダイムシフトした技術を生み出す
力が不足しているように思えてなりません．これまで
の常識にとらわれず，複数の技術分野横断的な要素を
組み合わせ，そこから新たな技術分野を確立するよう
な活動です．今までになかった技術の組合せから生み
出される技術は，既存概念の上に構築された学問分野
とは異なり複合的な分野になるのではないかと思いま
す．そのようなパラダイムシフトを生む人材育成が大
学や学会で重要だと思います．以下では三つのポイン
トを中心にこのような人材育成について述べます．
（1）好奇心の旺盛な人
大学入試のための受験勉強に時間を費やし，自分が進
学する学部・学科に対して興味を余り持たず，高校や予
備校の進路指導で偏差値に基づき入学してきた学生と接
すると残念な気持ちになります．Thomas�Friedman�
著の The�World� is�Flat（2005 年）という本では，CQ
（curiosity� quotient）+�PQ（passion� quotient）>�IQ��
（intelligence�quotient）という式について述べられてい
ます．この式の意味するところは，成功する研究開発
者は人並み以上の好奇心と熱意を持って仕事に当たる
ということです．単に IQが高い人よりも好奇心が強く，
寝る時間を惜しみ研究対象のことを考えているような
人にはかないません．このような人材を育成するため
種々の大学で特色入試制度が始まっています．この制
度では高校時代に，科学に関する課外活動において顕
著な実績を上げた者を選抜し，通常の高校生よりも強

い好奇心と熱意を持った学生を入学させようとする動
きです．これらの学生が，学部の実験・実習で中心的
な役割を果たし，活性化が図れるのかどうかを注視し
たいと思っています．
（2）環境変化に対応能力のある人
「この世に生き残る生き物は，最も力の強いものか．
そうではない．最も頭のいいものか．そうでもない．
それは，変化に対応できる生き物だ．」進化論を唱えた
ダーウィンは，この考えを示したと言われています．
工学は創造する学問であり，社会の課題を解決する学
問であります．社会の課題は時代に応じて変化してい
き，従来の学問の枠組みで対応できるとは限りません．
日本の工学部も高度経済成長期に多くの分野に分化し，
専門分野が多岐にわたるようになりました．各専門分
野に対応した学会が創立され，学会も多岐にわたるよ
うになっています．しかし，これからの社会問題を解
決するためには細かく分かれた専門領域を超えた専門
分野横断的な活動が必要とされます．大学でも学会で
もこれらの活動を推進することが重要だと思います．
（3）異なる価値観を有する人
新しい発見や知見を得るためには，異なった考え，
分野の人との交流が重要です．グローバル化で海外の
研究者や学生との交流が考えられますが，それと同時
に女性研究者の人材育成が重要だと思います．製品や
サービスを消費する人たちの半分は女性です．社会課
題に対する解決法も女性と男性で実現方法が異なって
くるかもしれません．しかしながら日本における電気
電子系の女性研究者は非常に少なく，筆者の所属する
大学の電気電子工学科でも 4～8％程度です．工学部に
女子高校生がもっと入学し，企業や大学で活躍できる
女性研究者を増加させるためには，様々な社会制度を
変えていかなければならず，困難な課題の一つであり
ますが，本会が発展していくためには必要なことだと
思います．
以上三つのポイントについて多様な人材育成につい
て述べました．既存の学問体系の範ちゅうでは整理が
つかないような新しい研究分野に挑戦する若者の芽を
摘まないことがまずは重要なのかもしれません．

巻 末 言

Afterword
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小特集� �知られざる業務無線

私の技術者歴� �谷岡健吉

開発物語：新ノードシステム（交換機）の開発
街 plus 探訪：�中世の街 オールボー
子どもに教えたい通信のしくみ：リニアモータカーの仕組み

� ……他，御期待下さい

B-plus マガジンの編集委員に就任し，今回で5回目の担当と
なりました．おかげ様で今回担当させて頂いた記事も無事掲
載することができました．執筆者，校閲者，編集委員の方々，
学会事務局の方々に改めて深く感謝致します．� （Y.S.）

腱鞘炎でキーボードを打つのに苦しんでいます．原因は
スマフォの使い過ぎと思われます．皆様，御注意を．（K.K.）

本誌の編集委員に就任し，2回目の担当となりました．
執筆者の皆様，校閲者の皆様，編集委員・学会事務局の
皆様の御協力を頂き，今回の担当記事も無事掲載するこ
とができました．改めて深く御礼申し上げます．�（N.F.）

ニコ動を3日で作ったプログラマとして知られる戀塚様に，
ニコニコ動画の仕組みについて技術の仕組みのみならず，そ
の背景となるユーザインタフェース設計 ,�サービスデザイン
の考え方についても執筆頂きました．Webサービス開発を目
指す学生の方にも参考になるものと思います．� （K.I.）

小特集で扱いました「見守りシステム」．様々な要素技術
を駆使して，より多様なサービスが展開されていくでしょ
う．本小特集が，技術者としてだけでなく消費者として
の視点からも，自分にぴったりなサービスを見付けるきっ
かけの一助となれば幸いです．� （S.M.）

春に環境が変わった方もそろそろ新しい環境に慣れた頃で
しょうか．私は今回の小特集が編集委員として最後の担当と
なりました．不慣れな私をサポート頂いた皆様，本当にあり
がとうございました．今後は別な形でお世話になりますがよ
ろしくお願いします．� （N.Y.）

今回，初めて編集チームリーダーを仰せつかりました．編集
チームの皆様の御協力によりどうにか発行までたどり着きま
した本号が発行されるのは初夏ですが，今は桜が満開の時期
です．昨晩は会社のメンバーで花見を楽しみました．�（A.Y.）

編集委員長 岩井誠人

編集副委員長 眞田幸俊　羽多野裕之

編集委員
明星慶洋� 有馬卓司� 有吉正行� 石橋圭介�

鎌倉浩嗣� 久保亮吾� 小林亜樹� 齋藤康弘�

笹部昌弘� 鈴木健治� 田邉康彦� 谷　重紀�

登内敏夫� 橋本尚久� 畑本浩伸� 平野拓一

平松勝彦� 福元徳広� 古川智章� 真鍋哲也

宮本伸一� 山田　曉� 吉村直子



ブレゲ指字電信機．送信機（左），受信機（右）
（写真提供：NTT技術史料館）

電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1） �h t t p : / / w ww . n t t w em . c o . j p /

knowledge/subaru/index.html�

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．

ブレゲ指字電信機はフランスの精密機器製作会社
ブレゲ社で作られたちょっと変わった形をした電信
機です．1869（明治 2）年に日本で最初の電報サー
ビスが開始されたときに使用されました．左側の送
信機のレバーを動かして送りたい文字を指定すると，
遠く離れたところにある右側の受信機の針が動き指
定された文字を示す仕組みになっています．1分間
に 4～5文字程度送信できたそうです．受信側では
文字盤の針の位置がどう動くか分からないので，針

から目が離せなかったとのこと．通信速度は遅くても，
郵便配達に比べれば画期的な速さだったようです．
その後，1873年（明治6年）には通信速度の速いモー
ルス印字機に取って代わられたそうです．NTT技術
史料館に展示されていますので．是非一度足を運ん
でみて下さい．

〈参考文献〉
・NTT技術史料館，http://www.hct.ecl.ntt.co.jp/

41The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

ブレゲ指字電信機
真鍋哲也（正員）
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みんなをまもる
見守りシステム

小特集

●外出・帰宅センサを利用した高齢者生活支援サービス
●人理解画像センサによるオープンイノベーションの取組みと
　見守りシステムの事例紹介
●着るだけで生体情報計測を可能とする機能素材hitoeの開発及び実用化
●電波による見守り技術　　　　　　　　
●視覚センサによる見守り技術について
●地域におけるWi-SUNとスマートフォンの融合利活用による
　徘徊高齢者捜索支援システム
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