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業務無線と聞いて皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか．特定の業務用途
向けであるため，一般には余り目にすることが多くないかもしれません．総務省の電波法
施行規則（第 3 条 第 1 項）には無線通信業務の種別などが示されており，この中で，特
に公共性が高く，保安上重要な専用通信として，船舶無線，航空無線，防災無線，消防無線，
警察無線などを狭義に業務無線と称しています．また，広義には無線従事者を必要としな
い構内無線や簡易無線なども含み，その用途は多岐にわたっています．

本小特集は，こうした社会の安全・安心を支える業務無線について，そのシステム構成
や役割に対する解説を行い，幅広い読者の理解を深めていくことを趣旨としています．具
体的には，以下 5 件の記事で構成されています．

まず本小特集の導入として，「業務用無線システムの現状と課題」と「業務無線システム
を支える通信技術」の 2 件の記事にて，業務用無線の利用分野，ディジタル化への移行や
これらの技術課題などについて解説をして頂きました．

更に，業務無線システムが適用されている事例紹介として，「防災・減災を支える情報通
信技術の課題と展望」では，情報をつなぐ手段としての防災行政無線システムの役割や目
的など，防災分野における課題や今後の展望にいて考察して頂きました．また，「航空業務
用無線通信システム」では，航空輸送の需要が増加の一途をたどっている航空分野において，
業務無線に求められる通信性能や課題について紹介を頂き，更に，「鉄道向け無線システム
の概要」では北陸新幹線などに採用された LCX 方式をはじめ，鉄道分野で運用されている
列車無線システムについて解説をして頂きました．

本小特集の記事を通じて，一見地味に見える業務無線が私たちの生活に深く関わり，社
会の足元を支える通信技術となっていることを再認識して頂けると幸いです．こうして開
発されてきた技術が将来の明るい社会の礎となっていることに対し，エンジニアや研究者
への深い敬意を抱かずにいられません．

最後に，大変お忙しい中，貴重な時間を割いて原稿の執筆を頂きました著者の皆様に深
く感謝致します．また，校閲業務や編集作業の協力を頂いた関係各位，通信ソサイエティ
マガジン編集委員，並びに学会事務局の皆様に，心より感謝致します．

小 特 集の発 行にあたって

編集チームリーダ  明星慶洋
Yoshihiro Akeboshi

知られざる業務無線

小特集編集チーム
明星慶洋，鎌倉浩嗣，笹部昌弘，谷 重紀，橋本尚久， 

羽多野裕之，畑本浩伸，平松勝彦
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1. まえがき

最近リニアモーターカーという言

葉をよく耳にすると思う．狭義には

リニアモータで駆動される軌道系交

通システムを指す言葉だが，リニア

モーターカーというと浮いて走る乗

り物というイメージが強いと思う．

本稿では“浮かない”リニアモー

ターカーも含めていろいろなリニア

モーターカーの概要と，その簡単な

仕組みを御紹介したいと思う．ま

た，リニアモーターカーが注目され

ている理由もリニアモーターカーの

種類と同じくらい“いろいろ”ある

ので，その都度御説明したい．

2. リニアモーターカーの種類

リニアモーターカーの種類は，そ

の推進方式と車体支持方式を軸に分

類するのが分かりやすいと思う（表

1）．なお，以下の推進方式と車体

支持方式は密接に影響を与え合って

おり，両立できない組合せもある．

（a）推進方式による分類

そもそもリニアモータとは通常の

回転型モータに対する「直線型」の

モータという意味の用語であり，回

転型モータを展開したような構造を

持っている．（図 1 の例では車体側

は三相巻き線，地上側は鉄板で裏打

ちされた良導体のリアクションプ

レートで構成されている．）

回転型モータに対応して，リニア

モータにもリニア誘導モータとリニ

ア同期モータがある．これ以外のリ

ニアモータもあるが交通用に開発さ

れているものはほかにない．（車上

一次）リニア誘導モータには地上設

備が簡便でコストが低いという長所

があり，リニア同期モータには比較

的効率が高い（特に高速で），ギャッ

プ変動に対して特性が変動しにくい

等の長所がある．

（b）　車体支持方式による分類

車体を支持する方式としては，鉄

道のような鉄車輪，ゴムタイヤ，磁

気浮上，空気浮上などが考えられ

る．詳細は 3.以降で説明する．

3. 鉄車輪支持

表 1 でいうと，車体支持方式と

しては鉄車輪，推進方式としては比

較的簡易に構成できる車上一次のリ

ニア誘導モータを用いたリニアモー

ターカーである．この方式の通常の

回転型モータを用いた鉄道車両に対

するメリットとしては，リニアモー

タによる駆動力（ブレーキ力も含

む）を大きく取ることができ路線勾

配を急にすることができる，回転型

モータに比べリニア誘導モータは薄

く台車高を低く，車両の断面積を小

さくできる，などが挙げられる．そ

こで地下鉄など路線の取り方に制約

があったり，トンネル断面積を縮小

したかったりする場合などに主に採

用される．日本や中国を中心に営業

路線がある．

4. 磁気浮上方式

磁気浮上方式には電磁誘導浮上支

持 方 式（Electro-Dynamic Sus-

pension，以下 EDS）と電磁吸引

表 1 リニアモーターカーの分類

リニア同期
モータ

（地上一次）

高速走行向き

リニア誘導
モータ

（車上一次）

地上設備簡便

電磁誘導浮上支持（4.2）
Electro-Dynamic
Suspension

（浮上ギャップ大）

電磁吸引支持（4.1）
Electro-Magnetic
Suspension

（浮上ギャップ小）

鉄車輪支持（3）

JR-MAGLEV(日本)
（最高速度500 km/h）

Transrapid（ドイツ）（4.1（b））
（営業最高速度430 km/h)

HSST（日本）（4.1（a））
（最高速度100 km/h）

リニアメトロ ・国内外多数

・Emsland実験線1983～ 2011
・上海空港アクセス線2004～　

・リニモ2005～
・国外でも実用化例

・宮崎実験線1977～ 1995
・山梨リニア実験線1997～

推進方式 車体支持方式 開発事例と現状

括弧内数字は本文の節番号に対応

超電導技術

常電導技術

公益財団法人鉄道総合技術研究所 笹川 卓，饗庭雅之
 Takashi Sasakawa     Masayuki Aiba

車体（台車）側 アルミや銅

鉄板リアクションプレート（地上側）

図1 車上一次方式リニア誘導モータの例
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力が不足するので支持用車輪が必要

となる．

EDS で高速走行性能を実現しよ

うとする場合，前述のとおりリニア

同期モータが適しており，現在東京

－名古屋間で建設中の超電導リニア

でも採用されている．

5. あとがき

今回は「いろいろなリニアモー

ターカー」と題して，様々な（主に

磁気浮上方式の）リニアモーター

カーについて御紹介した．その目指

すところも多様であり，その目的に

合った方式のリニアモーターカーが

ほかの交通モードとの得失を考慮し

つつ利用されるものと考えられる．

本稿の読者は大部分電子情報通信

学会の読者の方々，特に通信ソサイ

エティ関係の方が主体であろう．詳

細は割愛するが，情報通信技術は車

両位置検知技術や各種制御技術を通

じてリニアモーターカーの研究開発

に多大の貢献をしてきたことを最後

に付け加えさせて頂く．

参考文献

（1）  J.R. Powell and G.R. Danby, 
“High-Speed Transportation by 
Magne t i ca l l y  Suspended 
Trains,” ASME Annual Meeting, 
no.66-WA/RR-5, Nov. 1966.

採用される．

（b）リニア同期モータ駆動方式

この方式のものにはドイツで開発

された Transrapid がある．メリッ

トとしては磁気浮上方式共通のメ

リットに加え，リニア同期モータの

高速域でも特性が低下しない特徴を

生かした高速走行性能が挙げられ

る．本方式は 430 km/h で走行す

る中国の上海マグレブで実用化され

ている．

4.2　 EDS を用いたリニアモーター

カー

EDS では，誘導電流による磁気

反発効果を利用する．車上の界磁

（強磁界が必要とされるので通常超

電導コイルが利用される）が移動す

るとき地上側の浮上用コイルに誘導

される電流と，車上界磁との間に働

く電磁力により，車上側を非接触支

持する．図 3 に示すものは Powell

と Danby によるその最初の提案内

容の模式図である （1）．EDS では浮

上高さが減少しようとすると（地上

と車上が近づくと）地上側コイルの

誘導電流が増え自然に浮上力が増大

し，車両を上に押し戻す力が働くの

で，EMS のようなギャップ制御を

行う必要がない．また車上に超電導

を利用した EDS では，地上 - 車上

間のギャップが大きく取れ種々の外

乱に対して頑健になる，などのメ

リットがある．他方，低速では支持

支持方式（Electro-Magnetic Sus-

pension，以下 EMS）の二つがあ

る．磁気浮上による非接触走行のメ

リットとしては，騒音の低減，接触

による摩耗回避による省メンテナン

スや，摩擦に頼らない駆動力の伝達

による高速走行の実現などが挙げら

れる．

4.1　 EMS を用いたリニアモーター

カー

まず EMS の原理について図 2 に

説明する．電磁石で鉄に吸いつく

のが基本的な原理だが，電流を制

御しないと車両側鉄心が地上側鉄

心に吸いついてしまう．そこで車

上 – 地上間ギャップを測定して所定

のギャップ長を保つよう電流値を

増減する．本方式は磁気吸引力を

利用するので，必ず地上側の鉄心

を下から抱え込むように車両支持

機構が構成される．

（a）リニア誘導モータ駆動方式

この方式を採用したものには日本

ではリニモ（愛知高速交通東部丘陵

線）があり，韓国や中国にも実用化

路線がある．リニアモータによる急

勾配駆動，磁気浮上により可能とな

る非接触駆動による低騒音や低メン

テナンスコストがメリットとされ

る．リニア誘導モータは端効果の影

響などにより高速域では性能が悪化

するため，高速走行を目指すものに

は次のリニア同期モータ駆動方式が

空気ばね

地上側鉄心

車両側鉄心

＋

ー

地上側構造物
（コンクリート等）

モジュール（車両側）

車体（床等）

磁気回路
を周回する
磁束

吸引支持
用電流

車上‒地上
間ギャップ

⇒車両中心
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1 はじめに
自営系業務用無線は，1950 年（昭和 25年）に電波

法が制定され，アナログ方式による警察無線，民間にお
いては，1953 年北海道札幌においてアナログ方式タク
シー無線が初めて運用開始 （1）されて以来，各種の業務
分野で普及してきた経緯がある．
自営無線は，国，地方自治体等の公共分野，電力，ガ

ス，鉄道・道路等のライフライン事業を担う公益分野，タ
クシー事業など陸上輸送等の各種の一般業務分野で運用，
活用されている無線通信である．国，地方自治体につい
ては，警察，消防・救急，各省庁向け無線，あるいは，
防災行政無線などの重要無線が代表的なシステムである．
ここでは，陸上移動業務を中心にアナログ方式から

ディジタル化移行への経緯など業務用無線の現状，ま
た，最近の自営系ブロードバンド移動通信の動向と併
せ，業務用無線システムの課題のほか，現在，検討が進
んでいる共同利用型システムについて，今後の展開の在
り方等の一端について述べる．

2 自営系業務用無線システムの概要
2.1　自営系業務用無線システムの特徴
はじめに，自営系無線通信システム（業務用無線シス

テム）の概要と特徴について，以下に述べる．
（1）自営系業務用無線の概念

自営系業務無線は，1948 年（昭和 23年）に 30 MHz
帯においてアナログ FM方式の警察無線システムが導
入 （2）されて以来，国，地方自治体等の公共分野以外に，
ライフライン等の公益分野をはじめ，各種業務の分野に
おいて，独自の無線システムとして開設・運営をされて
おり，各組織，事業者，関係団体が独自で業務エリア内
をカバーする無線通信網を構築，業務形態に合わせ独自
の通信機能，使い勝手を実現している．その最大の特徴

は，専用波による電波のふくそうの少ない免許局による
運用形態にある．このほかに，簡易な業務用途向けに共
用波を用いる簡易無線局がある．
電波法制定以降，しばらくの間は，自営系業務無線を

中心とした公共分野におけるVHF帯等の低い周波数を
主とする運用がされていた経緯 （3）がある．
（2）通信エリア

一般的に通信エリアは，基本的に基地局を介する中
ゾーン，あるいは大ゾーン方式による広範エリアをカ
バーするシステム構成となっている．このうち，
400 MHz 帯タクシー無線については，大都市部では，
基地局を集中して 1箇所に設置する集中基地局方式で
運用されている．800 MHz 帯 MCA 無線システム
（Multi Channel Access System）においては，大ゾー
ン方式の集中基地方式が採用され，中継局設備を共同利
用，端末は利用者が無線局免許を取得して利用契約料を
支払い利用する運用 （2）が取られている．表 1に自営系
業務用無線のうち公共業務及び一般業務分野における主
要なシステムの特徴を示す．
（3）無線局の用途別種別

自営系業務用無線は，無線局の局種別審査基準 （4）等
の分類からは，運用形態により大きく公共業務，一般業
務，及び簡易業務に分類される．表 2に自営系業務無

表１　自営系業務用無線の特徴

＃ 特　徴

1 専用免許波による電波のふくそうの少ないシステム構成

2 業務エリアに沿ったエリア構築，通信機能の提供

3 個別通信，一斉通信，統制通信

4 即時性接続，簡便な操作性（プレストークなど）

5 通話利用料が不要（年間の電波使用料のみ）

6 音声通信，ディジタル化による低速テータ伝送
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線の用途別種別を示す．
（4）主な通信機能

自営系業務無線の主要な通信機能については，従来の
アナログ方式において，一対一通信による音声通話以外
に，自営系業務無線の最大の特徴である組織内関係者へ
の一斉通信，あるいは，業務小グループ単位のグループ
通信といった日常業務に直結した無線システムの運用が
図られている．特に，送話時にプレススイッチを押す「プ
レストーク方式（push to talk）」による簡便な操作及び
即時性接続が一般的に求められることが特徴である．
また，自営系業務無線は公衆通信ネットワークと異なり，

電波利用料以外の通信料が不要な無線局の扱いにある．
後述するディジタル化移行においては，音声通信に加え，
GPS位置情報の伝送，あるいは状態遷移，静止画像など
のデータ伝送機能の高度化が図られるようになった．
図1に業務用無線システムの端末装置として採用され

ているディジタル方式の車載無線機，携帯無線機及び
GPSナビゲーションシステム向け車載無線機の外観事例
を示す．通常，空中線電力は2～5 W以下が一般的であ
り，システムによりマルチパスフェージング耐性の向上の
ため受信ダイバーシチ方式や等化器が具備されている．
（5）主な周波数帯

陸上移動業務については，主に 150 MHz 帯及び
400 MHz 帯等を中心に割当が行われてきている．例え
ば，警察無線システムでは 150 MHz帯に移動指令系シ
ステムが構築されている．また，防災行政無線用途とし
て，150 MHz 帯及び 400 MHz 帯に移動系無線，ある
いは，800 MHz 帯にMCA無線などが割り当てられて
いる．なお，上記の防災行政無線移動系 （5）及び消防・
救急無線については，現在，260 MHz 帯への移行が進
められており，消防・救急無線は既に，2016 年（平成
28年）5月に全面ディジタル化移行を完了している．
このほか，防災行政無線用途として，自治体庁舎から

屋外スピーカにより地域住民に対し拡声放送で情報伝達
を行う 60 MHz帯同報系無線（固定通信）がある．
図 2に自営系業務無線の現在の周波数割当 （6）を示す．

（6）無線局の局数
現在，免許に基づき開設されている無線局数は電気通

信業務の移動通信分野を中心に約 1億 9,774 万局 （3）に
あるが，自営系無線局は現状，約 260万局 （7）と低い比
率にある．自営系業務用無線の用途別無線局数（2015
年度） （7）について，図 3に示す．
図 3において，防災行政，地方行政，及び国家行政

を含めた公共業務用無線局は，約 75万局の 27％，一
般業務（各種業務）用無線局は，約 28万局の 8％であ
る．また，簡易無線局は約 106万局の 39％と大きな比
率を占めており，普及が加速している．

2.2　自営系業務無線のディジタル化の経緯
国内の自営系業務用無線におけるディジタル化は，

1983 年（昭和 58年）から，警察無線で開始され，そ
の後，MCA無線においても，1994 年（平成 6年）か
らディジタル方式を開始した経緯がある．
更に，1995 年（平成 7年）の阪神淡路大震災を契機

に，総務省において周波数のひっ迫対策並びにデータ伝
送等の高度化ニーズの実現等に対応するため，ディジタ
ル方式導入の検討が行われた．ここでは，400 MHz 帯
アナログ方式のチャネル間隔 12.5 kHz 幅に対して，
6.25 kHz 幅による狭帯域ディジタル方式等の研究開発，
実証試験 （8）が進められ，現在の情報通信審議会に相当
する電気通信技術審議会において，1998 年（平成 10
年）6月，「400 MHz帯等を使用する業務用の陸上移動
局等のデジタル・ナロー通信方式の技術的条件」が答申
された．また，150 MHz 帯等のチャネル間隔 20 kHz
幅の無線設備に対しても，狭帯域 6.25 kHz 幅の制度化
が図られている．
本制度化においては，自営系業務用無線，とりわけ，

陸上移動局について，狭帯域化による周波数資源の有効
利用，並びに，音声伝送に加え比較的低速なデータ伝送
を可能とする高度化利用を主眼とした施策が取られ現在
に至っている．上記答申において整理された「ディジタ

表2　自営系業務用無線の用途別分類

無線局種別 利用分野・用途

公共業務
（公益）

国（官公庁），防災行政用，警察用，消
防・救急用ほか

鉄道事業用，電力／ガス事業用，道路
事業用ほか

一般業務
（各種業務）

タクシー用，運輸用，放送事業用，新
聞事業用ほか

簡易業務 簡易な業務用（簡易無線）

一般業務用無線（車載型 *・携帯型）
*GPSナビゲーション機能付

公共業務用無線（車載型・携帯型）

出典 ： （株）日立国際電気無線通信システム HP
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/products/wireless/index.html

図1　ディジタル方式業務用無線機の外観事例
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ル・ナロー通信方式」における代表的なモデル 1～モデ
ル 6と主要諸元 （9）， （10）について表 3に示す．
これら代表的モデル 1～6の中で，現在，実質的に業

務用ディジタル無線として採用，運用されている方式
は，モデル 1及びモデル 2である．これは，変調方式
として移動通信における耐フェージング特性等に有利な
π /4 シフトQPSK方式（π /4 シフト四相位相変調）を採
用していることが主な理由である．
モデル 1においては，狭帯域化によりチャネル間隔

6.25 kHz 幅において，伝送速度 9.6 kbit/s，音声伝送
等の実効伝送速度 6.4 kbit/s の伝送を可能としている．

*1）905-915，950-958：MCA陸上移動通信システム
及びRFIDによる使用期限は2018年3月31日まで

地方自治体及び電力・ガス・運輸
交通等の公共機関，一般私企業の
各種業務

市町村等の公共用ディジタル移動通信システム
（都道府県・市町村移動通信システム（防災行政無線移動系）／
消防・救急）

公共用広帯域移動通信システム
（公共ブロードバンド移動通信システム）

9576

地上アナログＴＶ放送
空き周波数利用
（放送）

電通・公共・一般業務・
放送中継（固定・移動）

1086854504140

公共業務（固定・移動）
ラジコン・ラジオマイク（特定小電力）・テレメータ等 航空無線標識（VOR ）

計器着陸システム（ILS）

公共業務（移動）
小型船舶通信

公共業務（移動）
ラジオブイ他

ラジコン・ラジオマイク
（微弱型）

地上アナログＴＶ放送
空き周波数利用
（放送）

205170

簡易無線

公共・一般業務（移動）
地上アナログＴＶ放送空き周波数利用（自営通信）

航空管制通信
運航管理通信

非静止移動衛星↑非静止移動衛星↓

航空用救命無線

地方自治体等の公共業務・各種用途（固定・移動）

各種用途
（固定・移動）

*2

航空無線標識（マーカビーコン）
補助援助用・音声アシストシステム・
ラジオマイク（特定小電力）

30 117.975
[MHz]

船舶通信（国際VHF）
・放送中継・各種
用途（固定・通信）*3

117.975

航空用救命無線 コードレス電話
（子機）

公共業務（移動）
航空管制通信

公共業務（移動）・
航空管制通信

公共業務（移動）

無線呼出

無線呼出

公共業務（移動）
航空管制通信

タイヤ空気圧モニタ
キーレスエントリー等
（特定小電力）

222
[MHz]

[MHz]

ラジオマイク
（特定小電力）

電波
天文

計器着陸
システム
（ILS）

335.4
　

328.6

322

322.425222
288

公共業務（移動）
航空管制通信

275262255

253.8

*2）地方自治体及び電力・ガス・運輸交通等の
公共機関，一般私企業の各種業務

*3）運輸交通等公共機関の公共業務，
放送連絡用無線ほか

156146144142

市町村防災行政無線
（同報系）ほか

アマ
チュア

335.4

アナログ簡易無線
ディジタル簡易無線

347.7

コードレス電話
（親機）

380.2

381.325

公共・
一般業務

（固定・移動）
各種用途

（固定・移動） 各種用途（固定・移動）・特定小電力

衛星用非常位置
指示無線標識
（EPIRB）

特定
小電力 アマチュア

国際輸送用データ伝送用
アクティブタグシステム

各種用途（固定・移動）・
特定小電力

アナログ簡易無線
ディジタル簡易無線

ディジタル空港無線，タクシー無線，
鉄道・バス等の貨客輸送事業ほか

ディジタル空港無線，地方自治体及び
運輸交通等の公共機関，一般私企業の
各種業務

806

470
[MHz]

960
[MHz]

ラジオマイク
（特定小電力）

携帯電話 MCA 携帯電話 携帯電話 携帯電話MCA

MCA

RFID

RFID
*1*1

440430420

810 815 845 850 860 890 900 915 930 940 945

図2　国内の自営系業務用無線における周波数割当（30〜960	MHz）		（6）（一部加筆）

49, 2%

340, 12%

15, 0.5 %
11, 0.4%
61, 2%

173, 6%
276, 10%

210, 8%
303, 11%

1057, 39%

253, 9%

放送事業
陸上運輸
海上水上運輸
航空運輸
公共業務
防災行政
各種業務
地方行政等
国家行政
簡易無線
その他総局数：2,748千局

MCA（内数）：175千局
アマチュア無線：436千局を除く

簡易無線

国家行政

その他

地方行政等

陸上運輸

図3　自営系無線の用途別無線局数	（2015年度）
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また，モデル 2においても，従来のアナログ方式に対
し 4多重 TDMA方式を採用することで，チャネル数は
同じ 2倍の方式となっている．図 4に「ディジタル・
ナロー通信方式」におけるアクセス方式に対するチャネ
ル配置の概念図 （10）を示す．
制度導入後，モデル 1及びモデル 2を中心に各種分

野でディジタル方式の業務用無線システムが急速に進展
した．その後，10年を経て 2008年（平成 20年）3月，
簡易無線のディジタル化を契機に，無線機の低廉化，あ
るいは，電力増幅器の高出力化等に有利な定包絡線変調
方式である 4値 FSK 方式（四値周波数偏位変調）が，
情報通信審議会陸上無線委員会で答申，導入 （11）され，
業務用無線においても，ディジタル無線システムの設備
更新に合わせ多くの分野で導入方向にある．ここで，表
3におけるモデル 7 （12）が 4値 FSK方式に該当する．な
お，モデル 6に示す RZ-SSB 方式（Real Zero Single 
Sideband：実数零点単側波帯変調方式）については，
放送事業用連絡無線として一時，導入が開始されたが，

数年前から 4値 FSK方式が採用 （13）されている．

2.3　自営系業務用無線のディジタル化の現状
我が国の自営系業務用無線における無線方式（変調方

式・アクセス方式）について表 4に周波数帯ごとに，
主な分野，用途別ディジタル方式の一覧 （10）を示す．こ
こでは，陸上移動業務以外に，防災行政無線（同報系）
の固定通信分野についても併記した．
表 4に示すとおり，自営系公共業務用，あるいは，

一般業務用無線においては，各事業者ごとに組織，業務
の独自性及びアプリケーション・運用を重視した無線方
式を選定し，システム構築されている実態にある．な
お，事業者は無線局の免許申請，無線従事者を配するこ
とが要件となる．
とりわけ，安心・安全，危機管理，あるいは，被災害

現場において，昨今，求められる相互接続性の観点から
は，例えば，消防・救急，防災行政をはじめ，電力・ガ
ス，鉄道・道路管理分野などにおいて，それぞれの同一
機関，あるいは，関連組織内においてのみ，音声通信を
中心に接続を可能としている現状にある．
これは，組織内における指揮・運用体系から，組織上

層部を除き，実務遂行レベルでの他組織・機関との直接
的な情報交換形態にないことも一因と考えられる．
そのほか，最近では，従来の自営業務用無線と異な

り，「IP無線」と称され電気通信事業者が運用する 3 G
回線，4 G/LTE 回線を用いるプレストーク方式の無線
装置も一般業務分野において普及状況にある．ここで
は，大規模災害時等におけるトラヒックのふくそうによ
る回線の接続性のリスクについて，考慮をしておくこと
が必要である．

SCPC ：Single Channel Per Carrier 
FDMA：Frequency Division Multiple Access
TDMA：Time Division Multiple Access

図4		業務用無線システムにおけるアクセス方式の概念

表3　業務用無線システムのモデルと主要諸元

モデル
項目 モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 モデル 5 モデル 6 モデル 7 ＊ 1 従来

FMシステム

変調方式 π/4 シフト
QPSK

π/4 シフト
QPSK

オフセット
QPSK 16QAM M16QAM RZ SSB 4 値 FSK FM

アクセス
方式

FDMA /
SCPC TDMA TDMA FDMA TDMA FDMA /

SCPC
FDMA /
SCPC SCPC

複信方式 複信
単信

複信
単信

複信
単信

複信または
単信

複信
単信

複信
単信

複信
単信

複信
単信

多重度 1 4 4 1 / 2 6 1 1 1

チャネル
間隔 6.25 kHz 25 kHz 25 kHz 6.25 kHz 25 kHz 6.25 kHz 6.25 kHz 12.5 kHz

伝送速度 9.6 kbit/s 32 kbit/s ＊ 2 32 kbit/s 16 kbit/s 64 kbit/s 19.2 kbit/s ＊ 3 4.8 kbit/s 伝送帯域 0.3
～3.0 kHz ＊ 3

ロールオフ
率 0.2 0.5 ＊ 2 0.5 0.25 0.2 － － －

＊1　12.5 kHz,  TDMA多重度 2,  9.6 kbit/s 規格あり
＊ 2　伝送速度 36  kbit/s, ロールオフ率 0.35 規格（TETRA）
＊ 3　伝送帯域 0.3～3.4 kHz　
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2.4　自営系業務用無線のブロードバンド化の状況
このような中，2010 年（平成 22 年）3月，情報通

信審議会公共無線システム委員会において，地上テレビ
ジョン放送のディジタル化により空き周波数となる
VHF 帯（170～202.5 MHz）を利用 （16）した「公共ブ
ロードバンド移動通信システムの技術的条件」が答
申 （17）された．翌 2011年 3月，民間標準規格化（ARIB 
STD-T103 標準規格 （18））を経て，現在，国の機関によ

り実運用されている．これにより，安心・安全分野にお
ける災害現場等の映像情報を機動的に災害対策本部等に
伝送可能な無線装置が提供されている．
本システムは，OFDM/TDD方式を採用し，1チャネ

ル当り 5 MHz幅の 6チャネルが 32.5 MHz 幅帯域内に
配置される周波数割当にある．現在，可搬形タイプの
装置が実導入され，空中線電力 5 W以下，受信ダイ
バーシチ方式が採用されている．とりわけ，VHF帯の

表4	　自営系業務無線における分野・用途別の主なディジタル方式一覧

無線局区分 分野・用途 周波数帯 変調方式 アクセス方式 導入年度 文献

移動
通信

公共業務用

電気・ガス
事業用

400 MHz 帯

π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2000 （H12）

道路管理用 π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2002 （H14）
鉄道事業用 π/4 シフトQPSK TDMA/SCPC 2003 （H15）
空港事業用 π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）

一般業務用
タクシー用 400 MHz 帯 π/4 シフトQPSK SCPC 2003 （H15）
MCA用 800 MHz 帯 π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）

簡易業務用 簡易な業務用 400 MHz 帯 4値 FSK SCPC 2008 （H20）

公共業務用

防災行政用
　（移動系）

260 MHz 帯

π/4 シフトQPSK TDMA 2001 （H13）
4値 FSK SCPC 2015 （H27） （14）

消防用
π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）
π/4 シフトQPSK SCPC 2003 （H15）

官庁用
150 MHz 帯

π/4 シフトQPSK SCPC 2002 （H14）
4値 FSK SCPC 2015 （H27）

鉄道事業用
π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2005 （H17）
π/4 シフトQPSK TDMA 2005 （H17）

一般業務用 放送連絡用 150 MHz 帯
RZ-SSB SCPC 2004 （H16）
4値 FSK SCPC 2011 （H23） （13）

簡易業務用 簡易な業務用 150 MHz 帯 4値 FSK SCPC 2008 （H20）

固定
通信 公共業務用 防災行政用

　（同報系） 60 MHz 帯
16QAM TDD 2000 （H12）

4値 FSK/QPSK SCPC 2015 （H27） （15）
（注 1）警察無線については，掲載を割愛した．　
（注 2）消防用及びタクシー用については，2016 年（平成 28年）5月末までにディジタル方式への移行を完了している．

陸上移動局
（可搬基地局） 【現地対策本部】

陸上移動局

【土砂災害現場】

【対策本部】

陸上移動局
（可搬基地局）【熊本地震橋梁被災現場】 

陸上移動局
（国交省九州地方整備局）

図5　公共ブロードバンド移動通信システムの利用イメージ事例（21）
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伝搬特性から山間部，あるいはビル等の建造物による
見通し外伝搬路においても，良好な映像伝送が行える
ことが大きな特長 （19）， （20）にある．
図 5及び図 6に，それぞれ，現在，運用されている

被災害現場における映像・音声情報を対策本部に伝送す
る公共ブロードバンド移動通信システムの利用イメー
ジ （17）及び本体装置の外観事例を示す．おおむね伝送距
離 3～10 kmで，最大約 7 Mbit/s 程度の伝送が可能で
ある．2016 年（平成 28年）に発生した熊本地震にお
ける橋梁崩落現場での現地救援復旧活動をはじめ，先の
茨城県常総市における広域水害被災現場等の救援活動で
有効活用されている．
また，現在，情報通信審議会陸上無線通信委員会に

おいて，「公共ブロードバンド移動通信システムの高度
化に関する技術的条件」が審議され，海上利用及び中
継方式の導入が答申 （21）され，現在（2017 年 3月末），
パブリックコメント・意見募集の段階にある．今後，
日本周辺海域を含めた海上における運用，また，中継
による長区間伝送など更なる高度化による利用拡大が
期待されている．

3 業務用無線システムの課題と
展開

安心・安全，危機管理分野にある警察，消防，防災等
を主体とする公共業務，並びに，ライフライン等の公益
分野における自営系業務用無線システムは，今後とも，
世界共通認識にある不可欠なインフラ設備である．他方，
自営無線通信の今後の在り方として，総務省電波政策ビ
ジョン懇談会報告等において，200 MHz 帯における
Public Safety LTE等の共同利用型ブロードバンド無線
システム検討の必要性が提言 （22）されている．また，周
波数の再編・周波数の有効利用，相互接続性の確保，あ
るいは，インフラ設備の効率的投資等の観点から，国際
協調周波数帯，あるいは，3 GPPにおける国際標準化動

向等を踏まえたPublic Safety LTEの発展動向，実証試
験事例に関わる詳細な技術解説 （23）が提示されている．
自営系業務用無線の今後の在り方の検討においては，

技術的課題は，おのずと最新技術動向を踏まえ解決が
図られていくと考えられるが，重要な要件は，一般公
衆通信網ではカバーが難しい多様なユーザニーズを実
現するための通信エリア及び所要な回線品質の確保，
共同利用型における通信を提供する運営母体の在り方
及び事業の存続性を担保するビジネスモデルの具現化
等に集約される．
更に，国際標準化，国際分業が進展する中において，

我が国の安心・安全，危機管理分野における国内産業
が活性化する方策についても留意が望まれるところで
ある．
今後の自営系業務用無線の在り方，展開については，

このような諸課題を俯瞰的に捉えた幅広い分野からの検
討が求められる．

4 おわりに
自営系業務用無線の特徴と現状，また，求められる課

題と今後の展開の在り方の一端について述べた．従来の
自営系業務無線は，それぞれの組織，事業者，関連する
団体が独自の活用実績，技術力等をもって，専用にシス
テム構築，運営をしてきた実情にあったが，ブロードバ
ンド化の動向とともに，自営系業務用無線の今後の在り
方について，共同利用型システムを含めた活発な議論が
始まっている．そこで重要な視点は，技術的論点と常に
「利用するユーザ側の満足度」を得るためのアプローチ
にあると考えられる．
東日本大震災から 6年を経過し，災害時の緊急対応

のみならず，平常時においても公共業務，あるいは公益
分野を含めたこれらの重要無線システムが有効運用さ
れ，永続的に我が国の安心・安全，危機管理を担保され
ていくことを願うものである．
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　図6　	公共ブロードバンド移動通信システム無線装置　	
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1 前書き
近年，様々な周波数，方式による無線伝送技術の高度

化が進む中，業務無線システムへの展開が進んでいる．
本稿では，パナソニックで推進している業務無線システ
ムとして，沿岸津波監視システム，無線素材伝送システ
ム，MCA（Multi-Channel Access）無線・IP無線デュ
アルシステム，フィールドワーク支援／映像監視システ
ムを取り上げ，それらのシステムに活用されている，ま
た，今後取り入れられる予定の通信技術を解説する．

2 各種業務無線システムと
そこに用いられる通信技術

2.1　沿岸津波監視システム
東日本大震災以降，防災意識の高まりや，災害に強い

安心・安全な街づくりを支える地域情報インフラとし
て，無線通信ネットワークが注目されている．無線通信
網の高速化や無線搭載端末の普及を背景に，地方自治
体，中央省庁では，沿岸部の潮位監視や河川の水位監視
用途等に無線通信ネットワークシステムの需要が高まっ
ている．また，通信キャリヤ，道路事業者，鉄道事業

者，電気・ガス・水道等のユーティリティ事業者，各種
製造業などにおいても，業務効率化，施設や構造物の管
理，防災・災害対策など様々な用途において需要が年々
高まっている．
従来，基幹通信網やエリア通信網，センサネットワー

クなどの構築では，用途に合わせて都度システム設計を
行う必要があり，機器選定の煩雑さや設置スペース，施
工性，コスト等，様々な課題があった．
このような中，パナソニックは，開発した 5 GHz 長

距離中継通信部，無線 LAN基地局，920 MHz 帯特定
小電力無線機能を 1台に集約したマルチアクセスコン
セントレータを活用し，図 1に示す沿岸津波監視シス
テムを構築した．本システムでは，太陽光独立電源によ
る無線ネットワーク構成を実現し，各所に配置されたカ
メラ映像並びに潮位観測装置による波高データを
920 MHz 特定小電力無線により収集し，マルチアクセ
スコンセントレータを介して監視センタへ収集する機能
と，無線 LANによる現地での各種情報収集・配信機能
を実現する．
以降にマルチアクセスコンセントレータで実現した

技術を解説する．マルチアクセスコンセントレータの
5 GHz 長距離無線通信部は，広範囲をカバーするため，
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図1　沿岸津波監視システムの構成（©パナソニック株式会社）
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図 2に示すように 2ポート装備による 1台での多段接
続や，分岐接続を可能とする機能を搭載する．ARIB 
STD-T71 （1）準拠 4.9 GHz 帯（IEEE802.11j/n） （2）， （3）が
用いられ，運用には電波法に基づく登録が必要となる．
利用するアンテナは，大容量を実現するケースでは伝

送速度は最大 450 Mbit/s，また長距離伝送向けには最
大 50 km を実現するものとして，各種用途に応じて
3MIMO指向性アンテナ（高利得タイプ／低利得タイ
プ），無指向性アンテナ，パラボラアンテナを実現した．
無線 LAN基地局では，2.4 GHz（13ch），5 GHz 帯

（W56, 11ch） の デ ュ ア ル バ ン ド へ 対 応 し，
IEEE802.11n（3MIMO, 最大 450 Mbit/s）へ対応して
いる．多様な用途への拡張性を実現するため，図 3に
示すように，マルチ SSID 対応並びにVLAN（Virtual 
LAN） （4）との対応付け機能や，マルチユーザ認証機能を
備え，複数サービスの同時収容を実現する．
更に，最適ルート選択機能，自動う回経路設定機能

と，中継トラヒックと端末からのトラヒックとの帯域割
当機能を備えるマルチホップ機能を実現した．これら機
能により目的・業務ごとにネットワークを仮想的に分離
することが可能になり，運用性と設備投資効率の向上が
可能なものとなっている．

2.2　無線素材伝送システム（FPU）
テレビ放送の番組制作現場において，中継先から放送

局に向けて番組素材（映像及び音声）を無線伝送する
FPU（Field Pickup Unit）と呼ばれるシステムが運用
されている．
特に移動中継の場面においては，図 4に示すように

中継車に搭載したビデオカメラに FPU送信機を接続し
て映像・音声信号を送信し，放送局あるいは中継基地局
に設置した FPU受信機にて受信することで，広範囲で
撮影した映像を高品質かつリアルタイムに放送局に伝送
することを可能とし，スポーツ中継やニュース番組にお
いてなくてはならないものとなっている．
FPU は，表 1に示すように UHF 波（800 MHz 帯，

1.2 GHz 帯，2.3 GHz 帯 ） や SHF 波（5.9 GHz 帯，
6.5 GHz 帯，10.3 GHz 帯など）を用いる．中でも
800 MHz帯については，伝搬距離の長さや回り込みやす
さといった良好な電波伝搬特性から，マラソン中継など
の移動中継用として用いられてきた．しかし，平成 23
年 9月に改定された総務省の周波数再編アクションプラ
ンにおいて，この800 MHz帯を携帯電話等に割り当て，
移動中継用FPUは1.2 GHz帯及び2.3 GHz帯へ移行す
ることが求められた．1.2 GHz/2.3 GHz帯は，800 MHz
帯よりも周波数が高いということだけでなく，アマチュ

ア無線や特定小電力無線局などの他システム
と周波数共用することを前提とされている点
が大きく異なっており，高品質なリアルタイ
ム伝送が必要とされるFPUにとって，周波数
共用は技術的な課題の一つとなっている．
FPUの伝送方式には当初アナログ方式（FM

方式）が用いられていたが，テレビ放送の
ディジタル化や高精細化とともにディジタル
方式（QPSK/QAM方式）が取り入れられ，
現在ではOFDM方式のものが主流となって
いる．1.2 GHz/2.3 GHz 帯の FPU は ARIB 
STD-B57 （5）として仕様策定されており，
SISO（Single-Input Single-Output） -OFDM
方 式 と MIMO（Multiple-Input Multiple-
Output） -OFDM方式の両構成が併記されて
いる．MIMO方式としては時空間トレリス符
号（STTC）方式が採用されており，二つの
送信アンテナと二つの受信アンテナを用いる
2× 2 MIMOにより伝送レートの拡大ととも
に回線信頼性を向上し，固定中継と比べて厳
しい伝搬環境である移動中継においても，高
信頼の高精細映像伝送を実現している．
ARIB STD-B57におけるMIMO-OFDM方式
の基本構成を図5に示す．

94 通信ソサイエティマガジン　No.42  秋号 2017

図3　マルチサービスプラットホームを実現する無線LAN
（©パナソニック株式会社）

図2　マルチアクセスコンセントレータの接続構成（©パナソニック株式会社）
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以上，現行 FPUシステムについて述べてきたが，今
後のテレビ放送の超高精細化（4K・8K 化）に向け，
FPUについても更なる高度化に向けた研究開発が盛んに
行われている．2015 年 3月には 120 GHz 帯にて非圧

縮 8K映像が伝送可能な FPUとしてARIB STD-B65 （6）

が策定され，そのほか 42 GHz 帯や 6 GHz/7 GHz 帯な
どを使った8K-FPUについても近く仕様策定される状況
である．更に，移動中継用の1.2 GHz/2.3 GHz 帯にお
ける8K-FPUの研究に関しても2020年の実用化を目指
してNHK放送技術研究所を中心に進められており，パ
ナソニックもその研究に参画している．移動環境という
伝搬品質が時々刻々と変動する中にあっても8K映像が
伝送できるレートを維持するために，TDD（Time 
Division Duplex）により通信を双方向化することで，
誤り訂正符号の符号化率や変調方式を適応的に切り換え
る手法や 4 × 4 MIMOによる固有モード伝送などを取
り入れ，高レート化・高信頼化に向けての検討がされて
いる．また，1.2 GHz/2.3 GHz帯は前述のとおり他シス
テムと周波数を共用するため，FPUにとって被干渉とな
る他システムの存在を高精度に判定し，干渉がある場合
でも映像が途切れることのないよう即座に他周波数に変
更する方式 （7）や，被干渉耐性を改善する方式 （8）につい
ても研究開発を行っている．また逆にFPUから他シス
テムへの与干渉についても最小限とする必要もあり，被
干渉・与干渉に対する総合的な対策としての周波数共用
技術について検討を行っている．無線 LANや携帯電話
網などと異なり「ベストエフォート形」が許されない
FPUにとっては，移動環境・周波数共用環境における
8K映像伝送の実現には多くの課題があるが，その実現
に向けて引き続き検討を推進する．

2.3　MCA 無線・IP 無線デュアルシステム
自営無線であるMCA無線 （9）は，複数の通信チャネ

ルを多くの利用者が共用する業務用無線であり，移動業
務における周波数の効率的利用を目的にしてサービスが
提供されている．各種の運送，運輸業務の業務支援シス
テムとして活用されており，自治体の防災行政用途にも

幅広く利用されている．
MCA無線は，車両などに搭載される移動

局と，事業所に設置される指令局とが，制御
局を介して無線で接続され，プレストークで
の音声通話や，データ通信が行われる．制御
局は大ゾーン方式で，一般に見晴らしの良い
山頂や高層ビル上にあり，広域エリアをカバー
する．近年多様な業務形態に合わせて，地下
街，地下鉄や建物の中など見通しの悪い場所
やトンネルなどの従来サービスエリア外で
あった場所でも通信ができることが求められ
ていた．これら不感エリアをサービスエリアと
する取組みとして，IP無線を重畳させ，デュ
アル動作を実現することで従来サービスエリ
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図5　FPUにおけるMIMO-OFDM方式の基本構成

図4　放送番組素材の無線伝送システムFPU

表1　FPUの周波数割当

名　称 周波数 主な用途

800 MHz 帯※1 770～806 MHz

移動中継1.2 GHz 帯※2 1.24～1.3 GHz

2.3 GHz 帯※2 2.33～2.37 GHz

B バンド 5.85～5.925 GHz

固定中継

Cバンド 6.425～6.57 GHz

Dバンド 6.87～7.125 GHz

E バンド 10.25～10.45 GHz

F バンド 10.55～10.68 GHz

Gバンド 12.95～13.25 GHz

42 GHz 帯 41.0～42.0 GHz

55 GHz 帯 54.27～55.27 GHz

120 GHz 帯 116～134 GHz

※ 1： 2019 年 3月 31日まで
※ 2：800 MHz 帯の代替として 2012 年 4月に割当
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ア外であった場所をカバーする取組みが進められている．
以降では本システム向けに開発した技術を解説する．
IP無線は，図6に示すように，3G/LTEによる携帯電

話ネットワークを利用するものである．呼制御，運用監
視，ユーザ管理を行う制御サーバが，携帯電話ネット
ワークの網終端装置であるP-GW（PDN-Gateway） （10）

と接続され，MCA無線における移動局を介して情報を
収集し管理する．L2接続型MVNOにより提供される
P-GWと制御サーバとは IP無線用に専用回線による接続
で実現され，外部からの影響を受けない構成としている．
MCA 無線と IP 無線とのデュアル動作について，

MCA無線エリア内の移動局は，MCA無線と IP無線と
両方へ同時送信を行う．音声情報の場合はMCA無線で
用いる音声コーデックを共用する．受信時はあらかじめ
決められた優先モードによりMCA無線あるいは IP無
線からの音声情報あるいはデータを受信する．MCA無
線エリア外の移動局は，IP 無線を利用して送受信を行
う．IP 無線で送信される音声情報あるいはデータは，
制御サーバに一旦送信され，制御サーバで設定される相
手先の移動局あるいは指令局へ送信される．グルーピン
グ設定された宛先に向けた通信も制御サーバで扱われ
る．これらの仕組みにより回線交換形であるMCA無線
とベストエフォート形の IP無線とをユーザは意識する
ことなくシームレスに利用することを可能とする．
携帯電話システムではサービスエリア化が著しく進

んでいるため，従来MCA無線では不感エリアであった
場所について，あまねくサービスエリアとして利用する
ことを可能とする．また，いずれかのシステムに障害が
発生する場合にも，MCA無線と IP 無線とのデュアル
動作を行うことで，より信頼性を確保する通信が実現で
きる．

2.4　フィールドワーク支援／映像監視システム
（1）HDコム Live

HDコム Live は，図 7に示すように，ウェアラブル
カメラとAndroid 端末を，LTE回線を介してビデオ会
議システムと接続するシステムである．複数の現場（最
大 9箇所）とセンターとを映像と音声で結び，業務の
効率化を図るとともに，現場作業の安全管理を向上させ
るシステムである．
現場から動画像を送ることにより，センター側での状

況把握が迅速かつ的確に行われる．管理者からは作業指
示やPC上の資料（図面，指示書，手順書，等）を現場
に送ることで的確な作業遂行を支援する．また，ほかの
現場映像を別の現場に送ることも可能であり，複数の現
場での協調作業の作業効率も向上できる．
更に，センター側にはビデオ会議システムを用いてい

るため，現場からの状況を映像で把握しつつ，合議によ
り現場指示を出すことも円滑に行える．集約された現場
映像は，指示の音声とともに記録することができ，状況

把握／作業指示と同時に作業記録も取得できる．
LTE回線やインターネットはベストエフォート

形の回線であり，回線の混雑によって映像や音声
に途切れや乱れを生じてしまい，利用するユーザ
にとって業務効率を著しく低下させてしまう課題
がある．これを解決するため，独自開発した「AV-
QoS 機能」 （11）を搭載し，高解像度映像から低解像
度映像までを，回線状況に応じて制御してセンタ
に配信することを可能としている．AV-OoS 機能
は，各拠点間の実効帯域に合わせ，送信するスト
リームの流量を調整し紛失や遅延を未然に防ぐ機
能，パケット紛失発生時に補償し，ジッタに対し

図7　「HDコム Live」の概要（©パナソニック株式会社）

96 通信ソサイエティマガジン　No.42  秋号 2017

図6　IP無線を組み合わせたMCA無線システム
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て滑らかに再生する機能と，回線が安定した際に遅延を
最小化する機能とから構成される．
動的符号量制御では，伝送状況を詳細に監視すること

で実効帯域の推定を行っている（図8）．パケット紛失に
対する補償機能は，FEC（前方誤り訂正）とARQ（再
送）を回線状況に応じて組み合わせている．遅延制御は，
ジッタの振幅に合わせて蓄積量を最適制御し，ARQが
必要な場面では蓄積量を増やして遅延増加による途切れ
を防止している．回線安定時は再生速度を上昇させて蓄
積量を連続的に減少させ，遅延量を削減している．
現場の作業員を本部／センター等の拠点の要員が指

揮，監督，管理，支援する目的で連携作業を必要とする
業務に適用され，その応用分野は災害対策，パトロール，
プラント保守，インフラ点検と多岐にわたっている．
（2）クラウドレコーダー

現場に設置した監視カメラ映像を，有線若しくは無線
回線を用いてクラウド上の記録装置（レコーダ）に常時
記録し，必要に応じてその映像を経営者や監督者といっ
た管理者に配信することで，低コストで円滑な現場運営

を支援するシステムである．図9にクラウドレコーダー
の概要を示す．
事案発生時は，低遅延なストリーミング配信により管

理者にリアルタイム伝送し，迅速な対応を可能としてい
る．図 10は，出先の管理者がスマートフォンを用いた
場合の画面サンプルである．
建設業での進捗管理や安全管理，流通業での多店舗展

開時の導入コスト削減，防災業務での遠隔監視，不動産
管理業での遠隔監視と事案発生時の映像確認，農場運営
での遠隔監視と外部コンサルタントや行政との情報共有
等，多方面に活用が可能となっている．図 11に活用例
の一部を示している．
（3）5G展開

現在，2020年の商用サービス開始に向け，第 5世代
移動帯通信システム（5G）に関する研究開発が盛んに行
われている．2015 年 9月に ITU-R M.2083-0 で 5Gの
目指すべき性能要件が定義された （12）．通信性能の大幅な
向上により移動体通信システムを利用した既存の業務シ
ステムの効率改善に加え，自動運転支援システムやモバ
イルVRによる業務支援システム等，新たな業務システ
ムの実現手段としても期待されている．業務システムへ
5Gを導入する場合，業務システムで利用する通信アプ
リケーションが5Gの高い通信性能の恩恵を十分に享受
できることが重要である．2020年には全世界のモバイ
ルトラヒックの75％を占めると予測されているモバイル
映像について，パナソニックでは業務システムへ5Gに
よるモバイル映像を導入する際の課題と対策について検
討を進めてきた．以降でその概要を解説する．
5Gではヘテロジニアスネットワークと呼ばれる通信

エリアや通信速度等が異なる様々な RAT（Radio 
Access Technology）が重畳配置される無線ネットワー
ク構成となる．このネットワーク上をユーザが移動する

図9　「クラウドレコーダー」の概要（©パナソニック株式会社）

図8	　AV-QoS機能の符号量制御機能
（©パナソニック株式会社）
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場合，接続先の変更に伴い通信速度が大きく変化する．
従来のAV-QoS では追従し切れない大きな帯域変動が
発生することが想定され，そのために大容量通信が可能
なRATへ端末が接続される場合でも，その大容量性を
十分に活用することができない場合が推測される．この
ような課題から，パナソニックでは 5Gの大容量化に向
けて最適なセル選択技術を検討 （13）する一環として，端
末の移動時に，大容量通信が可能なRATに接続する際，
速やかに高精細なリアルタイム映像を伝送することがで
きる映像通信アプリケーションを開発中である．
ウェアラブルカメラやドローンに搭載したカメラで

撮影したモバイル監視映像による監視業務システムやラ
イブ中継映像を放送する放送業務システムへの応用が期
待される．

3 まとめ
パナソニックが取り組む業務用無線システムの一部

について紹介した．沿岸津波監視システム，FPUはリ
アルタイムに映像情報を伝送するために，共用条件はあ
るが専用の周波数を利用するシステムとして実現され
る．MCA無線・IP無線デュアルシステムでは，従来か
らのMCA無線に課題であったエリア拡大を実用的なコ
ストで実現するため携帯電話システムを組み合わせたシ
ステムとして実現している．また，フィールドワーク支
援／映像監視システムでは，携帯電話システムを最大限
活用し，映像音声のQoS確保を行うシステムとして実
現している．それぞれの用途の求める特性に応じて，最
適な技術の組合せでの実現例となっていることが分か
る．今後も，市場で求められる多様な業務無線システム
に向けて継続して技術検討を推進していく．

図11　「クラウドレコーダー」の活用例（©パナソニック株式会社）

図10　「クラウドレコーダー」の画面サンプル（©パナソニック株式会社）
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1 はじめに
自然災害が発生した際に，最初にするべきことは，被

災が激しい場所（激甚被災地）と，災害の影響のない場
所（被災地外）を「つなぐ」ことである．「つなぐ」と
は，人・もの・情報の流れを作ることであり，その目的
は，情報を共有すること（情報共有），被災地内で枯渇
する人やものを適切に配分すること（資源再配分），被
災地外から必要な人やものを運び入れること（救援）で
ある．情報共有が行われた上で，資源再配分を行い，そ
の結果を見て必要に応じて救援活動を行うことが，最も
効率的であるが，災害規模が大きくなるほど，資源再配
分や救援に必要な情報を迅速に共有することは難しくな
る．このため，十分な情報がなくても資源を再配分した
り，物資を運び込んだりする計画が立てられ，実行され
ているのが現状であるが，災害後に振り返ってみると，
情報共有の重要性を浮き立たせる結果となっている場合
が多い．本稿では，災害時の通信に焦点を当て，現状で
の課題と今後の展望について考察することとする．

2 通信と災害対応
通信は，情報を「つなぐ」手段として，災害対応の初

期には最重要視されるものの一つである．田原による
と （1）1923 年に発生した関東大震災では，被災地域内の
郵便局・電信局・電話局のほとんどが焼失，倒壊し，通
信機関としての機能はことごとく壊滅した．救援・保安
の要請のため被災地外部との連絡は，横浜港内外の船舶
からの無線通信に始まり，電話が回復するまで無線通信
が用いられた．ただ，無線通信は，当時，電力が弱く，
電波が混信した状況下では情報の受信は可能であっても
送信には電力が不足であったために，震災直後に十分な
機能を発揮することができなかったことも指摘されてお
り，その後の無線通信施設の一層の拡充につながってい

る．1959 年に発生した伊勢湾台風を契機として 1961
年に災害対策基本法が制定され，最上位の計画である防
災基本計画に，防災上必要な通信の状況に関する資料が
求められることになった．これにより，災害時の通信へ
の意識は向上した．

3 防災行政無線システム
3.1　全体概要
災害時での利用を第一義的な目的とした防災行政無

線システムは，2. のような状況の下で整備が行われて
いる （2）．まず，1964 年に発生した新潟地震，1968 年
に発生した十勝地震を契機に消防庁と都道府県を結ぶ
「消防防災無線」，都道府県と市町村を結ぶ「都道府県防
災行政無線」が整備された．更に，1978 年から，同報
系の広域無線，移動系の地方行政無線を一本化し「市町
村防災行政無線（同報系・移動系）」としての整備が開
始され，国，都道府県，市町村を結ぶネットワークが確
立された．更に整備が進み，中央防災無線，消防防災無
線，都道府県防災行政無線，地域衛星通信ネットワー
ク，市町村防災行政無線，消防・救急無線，防災相互通
信用無線から構成される現在の防災通信網が形成される
こととなった（図 1） （3）．
この構成から，防災行政無線は，国，自治体，専門機

関の情報共有，各種センサからの情報収集，地域住民へ
の情報伝達の三つの目的を持つことが分かる．情報共有
に関しては，関東大震災など多くの巨大災害の教訓から
積み上げてきた知見があり，災害時に「確実につながる」
ことを明確な目標としている．筆者の行った行政機関へ
のヒアリングでも，民間の通信がほとんど使えなかった
東日本大震災（2011年）や熊本地震（2016年）であっ
た災害直後から防災行政無線だけが生きており，行政間
の情報共有に活用された事例が多くあった．また，各種
センサからの情報収集についても，近年の豪雨災害の対
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策で，積極的に活用し効果を挙げている事例を多く耳に
している．しかしながら，情報伝達については，災害時
に利用しなかった，できなかった事例が多く，情報共有，
情報収集に比べて課題が多く残っている．被害を最小限
に抑え，二次災害の発生を防ぐためには，被災地域で暮
らす人々への迅速な情報の伝達は必須であるため，本稿
では，この部分に，焦点を当てて考察を進めていく．

3.2　市町村防災行政無線
地域住民に対して直接情報伝達を行うことを目的の

一つとして設置された市町村防災行政無線が，情報伝達
機能を果たすこととなる．この通信網は，災害対策本部
となる市町村役場庁舎に設置された統制局（親局）を中
心に，市町村内の子局を結ぶ固定通信系（同報系），車
載形・可搬形・携帯形無線機との移動通信が可能な移動
系，気象観測データを送信するテレメータ系により構成
されている（図 2） （3）．2001年度からディジタル方式の
導入が許可され，多チャネルでより高機能・高性能の通
信が実現されている．2016 年 3月 31 日現在で，同報
系 78.3％（うちディジタル 45.3％），移動系 75.1％
（うちディジタル 19.7％）で全体では 91.4％（うちディ

ジタルは 53.6％）という高い整備率となっ
ており （4），災害時の通信への期待は大きい．
図 2から分かるように，同報系が主に地

域住民への情報伝達を担うことになってい
る．同報系は，屋外拡声器（可聴範囲
300 m程度）と家庭内の戸別受信機という
インタフェースを持っている．2001 年から
導入が開始されたディジタル方式では，文字
情報やファクシミリなどのデータ伝送が可能
になったが，普及率はまだ高くなく，特に，
地方部では，1960～1970年代に設置された
有線放送電話の代替として整備されたことか
ら，地域住民（特に高齢者）にとっては屋外
拡声器と戸別受信機への期待が高い．しかし
ながら，実際の災害時には，これらからの情
報が役に立ったという報告は余りなく，役に
立たなかったことがクローズアップされるこ
とがしばしばである．

3.3　市町村防災行政無線の課題と対策
地域住民への情報伝達を担う屋外拡声器と

戸別受信機には，どのような課題があり，ど
のような対策が取られているのであろうか．
屋外拡声器については，音が聞こえない，内
容が聞き取れないという意見が大勢を占めて
いる．また，電源設備や拡声器そのものが破

損してしまったり，電力供給が妨げられたりすることで
利用できないことも多い．これらに対する対策として，
通信の質の向上や，設備の耐震化（主に電源設備）など
が行われている．また，ディジタル無線に移行すること
で，文字伝送が可能となるため，表示板を設置すること
で内容を目視でも確認できるようにするなどの対策も取
られている．災害リスクの高いエリア（土砂災害警戒区
域など）に住む人には，戸別受信機を配布したり，購入
補助をしたりして，各世帯に情報が発信できるようにし
ている自治体もあるが，コストの問題もあり，普及率は
高くない．また，筆者が行った被災地域での聞き取り調
査では，戸別受信機を所持している世帯でも，機器の配
置場所と時間帯によって，情報をタイムリーに取得でき
ない場合があることが指摘されており，利用には工夫が
求められる．

4 利用者視点の災害時通信
図 3は，情報支援プロボノ・プラットホーム（iSPP： 

information Support Pro bono Platform）が東日本大
震災後に行ったインターネット調査の結果 （5）の一部で

図1　防災行政無線システムの構成
（総務省　電波利用ホームページから転載）
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ある．災害時に役立った情報源として，市町村防災行政
無線を含む「町内などの防災放送」は，災害後から非常
に低い割合となっており，情報源としての評価は低いと
言わざるを得ない．しかしながら，防災行政無線は，東
日本大震災時の津波避難の情報源として，大きな影響を
残したことが，幾つかの調査において分かっている （6）．
なぜ，このように評価がばらつくのであろうか．この

課題について考察するには，市町村防災行政無線に求め
られる「災害時における地域住民への情報伝達」とは何
かについてもう一度見直しておく必要がある．情報伝達
とは，情報を対象者に伝えることであるが，そのために
は情報を送受信する装置だけでなく，伝達したい内容を

的確に表現し，かつ，利用者が伝達
の意図を読み取ることが必要であ
る．更に，命の危険を知らせる情報
であれば，その情報に基づいて適切
な行動（避難など）を起こすことで
初めて価値を持つ．東日本大震災で
の津波の避難に対して，防災行政無
線が大きな効果を果たしたのは，シ
ステムが導入されていたことに加え
て，経験や事前の啓発活動により，
以下の条件がそろっていた結果であ
ると言えよう．（ただし，これらの
条件がうまくそろわず，情報を生か
すことができなかった人もいる．亡
くなられた人の意見や行動は分析さ
れていないため，調査結果として表
出しないことに留意する必要があ
る．）
 ・  地域住民が地震をトリガとして津
波が来るという知識を有していた
こと．

 ・  地震が発生してから津波が到達す
るまで時間が取れたこと．

 ・  避難に関する情報が防災行政無線
から発せられることを認識してい
たこと．

 ・  津波による命の危険を感じたこ
と．

 ・  津波避難のためにすべきこと（高
台や高い建物に上る）が分かって
いたこと．
本当の意味での情報伝達を実現す

るには，システムの導入側（通信技
術者），運用側（行政）の視点だけ
ではなく，利用者側（地域住民）の

視点に立って活用モデルを作ることが求められることに
なる．利用者の視点に立てば，情報を受け取ることがで
きれば通信手段に固執する必要がないことから，防災行
政無線以外にも情報伝達手段を多重化・多様化し，複数
の情報源から情報を提供することで，そのとき利用者に
とって最適な手段（ベストエフォート）で情報を獲得し
てもらうことが求められる （7）．

5 通信手段の多様化
放送も含めた通信手段の多様化は，阪神・淡路大震災

（1995 年）以降に進められており，現在では様々な手

図3　東日本大震災時に役に立った情報源
（iSPP：東日本大震災　情報行動調査（速報版）から転載，縦軸は複数回答可としたときの選択割合（％））

図2　市町村防災行政無線概念図
（非常通信確保のためのガイド・マニュアル （3）から転載）
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段が使えるようになっている．以下に，防災行政無線，
既存のテレビ・ラジオ以外の主な通信手段を示す．
○登録制メール
携帯電話の普及に伴い居住者向けに多くの自治体が

登録制のメールサービスを行っており，防災情報も提供
されている．登録制のため，全ての人へのサービスでは
ないが，平常時から防犯や行政関連の情報を発信するこ
とで登録者を増やしており，災害時にも居住者への連絡
窓口として期待されている．
○緊急速報メール
特定の領域に存在する携帯電話（スマートフォンを含

む）に対して，一斉に速報メールをプッシュ型で送る
サービスであり，NTTドコモが 2007年よりエリアメー
ルとして開始した．東日本大震災以降は，ソフトバン
ク，auも同様のサービスを提供しており，総称して緊
急速報メールと呼ばれている．気象庁からの情報をダイ
レクトに対象領域に発信するサービスと，自治体に設置
された端末から発信するサービスがあり，前者では緊急
地震速報，津波警報，特別警報が送られる．後者は，主
に避難勧告や避難指示の情報が送られることとなってい
る．国内で扱われるほぼ全ての携帯電話，スマートフォ
ンで特別な設定をすることなく受信することができ，自
治体からの発信機能を用いて防災訓練に連動した利用も
行っているため，認知度は高い．
○スマートフォンアプリ
スマートフォンの普及により，防災情報を扱うアプリ

（Yahoo! 防災速報など）が，多数開発されている．気
象情報に加えて，自治体からの緊急情報を扱うものもあ
る．スマートフォンに事前にインストールしておく必要
があるため，誰でもが使えるサービスではないが，災害
に関する多くの情報を集めることに優れているため，今
後の期待は高い．
○コミュニティ放送
阪神・淡路大震災発生後に，兵庫県の要請で臨時災害

放送局の設置が認められ，1.5 か月の短期間ではあるが
「FM796 フェニックス」が行政情報や支援情報の発信
を行った．臨時災害放送局の指定はなされなかったが，
「FMわぃわぃ」の行った外国人向けの多言語での情報
発信は大きな注目を浴びた．中越地震（2004年）では，
「FMながおか」（既存のコミュニティ放送局枠を用いた
最初の臨時災害放送局）がコミュニティ FMの放送枠
を用いて，緊急放送を行っている．これらの活動が先べ
んとなり東日本大震災では 30を超える災害放送局が設
置されたが，既存のコミュニティ放送局から移行したも
のが 1/3 近くあり （8），コミュニティ放送が災害情報の
伝達に寄与する可能性を示している．

6 利用者視点での活用モデル
利用者の視点で考えると，災害前あるいは災害発生時

の適切な行動をとるためには，情報発信のタイミングと
受け手である利用者の準備が重要である．

6.1　災害の種類とタイミングによる活用モデル
「災害時における地域住民への情報伝達」において最
も重要な情報は，命の危険を回避するために利用が期待
される警報や注意報などの早期警戒情報と，避難勧告や
避難指示などの避難情報であろう．これらの情報は内容
の理解に加えて，リードタイム（情報を発してから実際
の災害が起こるまで）との連動を考えて活用する必要が
ある．リードタイムは災害ごとに違うため，以下では風
水害・土砂災害と地震・津波に分けて考察する．
○風水害・土砂災害
風水害を見てみると，台風や予測可能な集中豪雨は

リードタイムが長く行動に十分な余裕があるが，ゲリラ
豪雨と呼ばれる予測困難な集中豪雨，土砂災害は，余裕
を持って情報を発すると行動につながらないことが多い
ため，リードタイムが短くなる傾向にある．リードタイ
ムが短いと命の危険が迫る中での情報伝達となってしま
うが，タイミング良く情報を発信したとしても，災害の
原因となる風や雨は音を遮る効果があるため，屋外拡声
器からの情報を利用者が認識できるかには不安がある．
また，近年は遮音性に優れた建物も多いため，屋内にい
る場合には，屋外拡声器からの情報は届かないことも指
摘されており，屋外拡声器のみで十分とは言えないこと
が分かる．より確実に情報を届けるためには，戸別受信
機の利用が有効であるが，コストの問題もあり，普及が
進んでいない．東日本大震災以降は，緊急速報メールの
認知度が上がったため，これを用いることで，緊急性の
高い情報の伝達は以前よりきめ細かく対応できるように
なったが，特別警報以外は自治体の判断で情報を発信す
ることになるため，情報提供のタイミングはまちまちで
ある．また，情報を受け取っても行動に移さない人も多
く，受け手の意識も必要となる．
○地震・津波
地震の警戒情報である緊急地震速報もリードタイム

は長くて数十秒と非常に短い．しかしながら，テレビ放
送に加え，気象庁から速報が発せられた際に自治体を介
さず緊急速報メールが対象エリアの携帯電話に届けられ
るようになった．また，緊急地震速報に連動して同報系
の市町村防災行政無線を自動起動させる全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）も整備が進んでおり，多様な通信
手段からの情報は，自らの身を守るために効果的な情報
源となっている．

解説　防災・減災を支える情報通信技術の課題と展望 103



Technology Reviews and Reports 小特集 知られざる業務無線解 説

地震に伴う津波のリードタイムは，震源からの距離と
海底地形に依存する．日本では，海溝型（プレート型）
地震に伴う津波は，数十分のリードタイムがある場所が
多く，東日本大震災では，防災行政無線やそのほかの媒
体を介した行政からの情報の伝達が大きな価値を持って
いた．しかしながら，呼び掛けを行っていた行政職員が
津波の犠牲になる事例もあり，課題も多かった．東日本
大震災以後は，利用者の視点からの活用モデルが取り入
れられた改善がみられる．具体的には，津波警報時の文
言を避難行動に配慮したものに変更したことや，津波警
報に関する緊急速報メールを，緊急地震速報と同様，気
象庁発表から直接送信することとしたこと，などがある．

6.2　普段使いによる受け手の準備
災害情報の伝達が，結果として適切な行動に結び付く

ためには，受け手の準備として，①受信機器やサービス
の存在を知り，②それを使えるようになっておくこと，
③どのような情報が送られてくるのかを知ること，④そ
れぞれの情報と情報を受け取ったときの状況に応じてど
のような行動をとるべきかを考えておくということが求
められる．①②は通信手段に付随する課題で，③④は受
け手の意識に付随する課題と考えられる．「平常時から
使っていないシステムは，いざというときに活用できな
い」との指摘は，文献（3）をはじめ多くのガイドライ
ンや報告書でなされているが，どのようにすれば実現で
きるのであろうか．まず，考えられるのは防災訓練での
利用である．これは，サービス提供側にとっては通信手
段の動作確認としての効果があるが，受け手側にとって
は，防災訓練へ参加しなければ通信手段を利用する機会
とならないため，参加率が低い訓練では，大きな効果は
期待できない．近年では，これを意識して，特定の時間
に特定に地域にいる人全てを対象とした訓練を行うなど
意識の低い人にも効果を上げる工夫がなされているが，
④まで行うには，地域や世帯での努力が必要とされるこ
とを考慮しておく必要がある．地域によっては，行政関
連だけでなく，地域のイベントなども防災情報無線を通
じて広報するなど，常に防災情報の発信源に耳を傾ける
姿勢を作るように利用しているところもある．このよう
な地道な努力が災害情報の伝達には効果を持つことも指
摘しておきたい．

6.3　多様な情報通信手段を組み合わせた対応事例
通信手段の多様化や受け手の準備が十分にできてい

ない場合には，有効な災害時の通信は実現できないので
あろうか．ここでは，東日本大震災において，複数の情
報通信手段を用いて行われた災害情報通信の事例を紹介
し，その可能性について考察を行う．

考察の対象として紹介するのは宮城県亘理町の事例
である．亘理町沿岸部は，東日本大震災において，津波
被害を受けた．防潮堤が破壊されたため，震災以前は被
害につながる可能性のなかった小さな津波であっても，
沿岸域では危険な状態であった．しかしながら，津波被
災域では，防災行政無線の屋外拡声器の多くは破損し動
作せず，情報伝達の手段がない状態であった．災害後に
臨時災害情報局として立ち上がり，行政情報の発信を中
心とした放送を行っていた FMあおぞら（図 4）では，
防災行政無線で発信される情報（動作している屋外拡声
器のみで発信していた）を，発信後に数回放送で読み上
げ情報伝達の手段とした．更に，沿岸部で後片付けなど
の作業をする被災者に，支援団体から提供されたラジオ
を配布し，FM放送を通じて災害情報を取得するように
呼びかけていた．配布の際には，現状での余震により発
生する津波の危険性と情報を得ることの重要性を説明し
た上で配布しており，受け手の準備についての配慮も
あった．これは，災害前に通信手段が整備されていたわ
けではないが，そのときに使えるもので情報伝達のモデ
ルを作っている例として，見習うべき事例であると考え
る．災害後の災害リスクは，これまで余り論じられて来
なかったが，この例のように被災地では求められている
ことも多い．多様な通信手段が用意されていても，災害
後に利用できるものはそのときになってみないと分から
ないため，この例のように利用者の視点に立って柔軟に
情報伝達の活用モデルを再構築することも必要である．
（この事例は，筆者が東日本大震災時に支援活動を行っ
た際に遭遇した事例である．）

7 おわりに
防災・減災を支える情報通信の課題と対処方法につい

て，技術だけでなく活用までを考慮して考察を行った．
まず，災害時での利用を想定して整備された防災行政無

図4　亘理町　臨時災害放送局「FMあおぞら」
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線について解説した．防災行政無線は，災害時でも確実
に情報を届ける手段として整備されており，東日本大震
災のような巨大災害でも通信の生命線として利用される
ことは珍しくなくなった．今後も確実につながるための
技術革新は求められるが，整備目的の一つとして上げら
れている「災害時の地域住民への情報伝達」は通信技術
だけでは実現できないことも事実である．本稿では，利
用者の視点になった活用モデルの構築が必要なことを指
摘し，その実現のためには，阪神・淡路大震災以降，多
様化した通信手段を組み合わせた柔軟性ある活用モデル
が必要であること，また，情報の受け手側にも準備が求
められることを示した．一般的に，情報通信におけるラ
ストワンマイル問題は，通信ケーブルが建物前まで来て
いるか否かの問題として捉えられ，そこに接続し，通信
を利用することは利用者に委ねられる．しかし，被災し
た，あるいは，被災の可能性が高まった地域にいる人の
目線に立つと，災害時の通信は，利用者まで情報が届
き，結果として利用者が適切な行動をとることで初めて
評価されることになる．これは，災害時通信のラストワ
ンマイル問題は，平常時のラストワンマイル問題より一
歩踏み込んだものになることを示している．また，本稿
では早期警戒情報や避難情報に焦点を絞ったため触れな
かったが，災害発生後の行政や支援者と被災者，被災者
間での情報共有の実現にも課題は多い．本稿と同様に技
術と活用の両面からの議論が求められる．
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1 はじめに
海外旅行など遠距離を移動する手段として航空機は今

や日常に欠かせないものとなっている．近年では航空機
の無線交信（エアバンド）を傍受するエアバンドリスナ
が増加するなど，航空分野の業務に使われている無線通
信が注目されるようになってきた．電波法施行規則第2
条では「「無線通信」とは，電波を使用して行うすべての
種類の記号，信号，文言，影像，音響又は情報の送信，
発射又は受信をいう．」と定義され，電波航法やレーダ監
視も広い意味で航空業務用無線通信である．しかし対象
範囲が広くなりすぎるため，本稿では航空業務用無線通
信のうち音声またはデータの交換手段であるものを対象
とし，これを航空無線通信と呼ぶこととする．
航空無線通信では航空機と管制機関の交信から空港

地上施設での使用に至るまで，用途に応じて様々なシス
テムが活躍している．一方で大部分の航空無線通信シス
テムを一般人が目にする機会は極めて少ないと思われ
る．本稿ではまず航空無線通信の用途を分類した上で，
代表的な航空無線通信システムについて解説する．

2 航空無線通信の種類
一番大きな用途の分類としては民間用か軍

用かが考えられるが，軍専用の航空無線通信
は対象外とした．国連の一専門機関である国
際民間航空機関では，航空無線通信の用途を
図1のように分類している．航空管制通信は
Air Traffic Control（ATC） と 呼 ば れ，
ATSCの代表的な業務通信である．AOCと
AACは航空会社等と航空機の間の通信であ
り，カンパニー無線とも称される．またAPC
は航空機に搭乗している旅客が利用でき
る （1）．

これらの用途に使われる各種航空無線通信システム
は，主な伝送情報が音声かデータかで分類できる．更
に，航空用のデータ通信システムはデータリンクとも呼
ばれその種類が多いため，航空機と地上施設間で直接交
信する対空系と人工衛星を経由する衛星系に分けること
とした．次章以降ではシステムの特徴に応じて，音声通
信システム，対空系データリンク，衛星系データリンク
の順に紹介する．

3 音声通信システム
音声通信システムは第二次世界大戦以前からの非常

に長い歴史があり，現在でも広く使われている．航空用
の音声通信システムは無線電話と呼ばれ，送受信を単一
のチャネルで行う．通常，送受信の切換は一般のトラン
シーバと同様に「押して送信，離して受信」のプレス
トークボタンを使用する．表 1に各種無線電話の主要
諸元を示す．

3.1　HF 帯無線電話
HF帯無線電話の歴史は最も古く，初期には両側波帯

振幅変調が用いられていたが，その後占有帯域幅を抑え
る単側波帯振幅変調に切り換えられた．HF帯では電離

図1　航空無線通信の用途別分類
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層反射を利用して遠方まで電波が到達するため，現在
HF帯無線電話は洋上管制等の長距離通信用に使われて
いる．ただしチャネルの占有帯域幅が狭く，HF帯の電波
伝搬が不安定になりやすいため音声品質は余り良くない．

3.2　VHF 帯無線電話
VHF帯はHF帯に比べて電波伝搬状況が安定してお

り音声通信の使い勝手が良いと言われている．その代わ
り電波の直進性が高いため，VHF 帯無線電話は主に
レーダ捕捉ができる電波見通し距離内での通信に使われ
ている．条件にもよるが，地対空通信であれば 370 km
程度の距離まで通信可能である．チャネルは当初
100 kHz 間隔で割り当てられていたが，その後必要チャ
ネル数の増加に伴い 50 kHz 間隔，更に 25 kHz 間隔で
の割当へと変更されてきた．なおVHF帯無線電話では
両側波帯振幅変調が用いられ，チャネルの大多数は
ATC用に割り当てられている．特に欧州では管制空域
が複雑なためVHF帯 ATCチャネルの不足が深刻であ
り，近年ではチャネル間隔が 25 kHz の 1/3 である
8.33 kHz 幅の無線電話も登場している．
ATCは無線電話を用いて英語ベースの航空管制用語

で交信する．一方カンパニー無線は日系航空会社ならば
日本語で交信するので，エアバンド初心者はカンパニー
無線から始めるとよいだろう．
図 2は航空機搭載用無線電話ユニットの外観例であ

る．大形旅客機には大抵VHF帯無線電話が 3台搭載さ
れている．各無線機に対応するアンテナは機体上部また
は下部にあり，状況に応じて適切なものに切り換えて使
用する．

3.3　UHF 帯無線電話
UHF帯無線電話もVHF帯無線電話とほぼ同様であ

るが，VHF帯が民間航空用であるのに対してUHF帯
は軍用のチャネルとなっている．軍用機に管制指示を出
す場合等に使われている．

3.4　空港無線電話
空港内の業務で必要な無線通信システムに空港無線

電話がある．これは航空機が通信相手ではなく厳密には
航空無線通信とは言えないがここで紹介する．
空港無線電話はマルチチャネルアクセス無線の一種

で，空港MCA無線とも呼ばれる．400 MHz 帯ディジ
タル方式を採用しており，羽田，成田など日本の主要空
港で使われている．前述の各種無線電話と同様にプレス
トークで通話でき，主に空港内業務車両と各種施設間の
連絡等に使われている．なお一斉呼出しやグループ内通
話，個別通信が可能である．

4 対空系データリンク
データリンクは無線電話に比べて情報伝達効率に優

れ，定型的な内容を定期的に送信できる等の利点があ
る．特に自動送受信機能はパイロットや管制官等の作業
負荷を減らせると考えられている．AOCは比較的定型
メッセージが多いためAOCのデータリンク化が進んで
いる．ATCでも位置通報や管制承認等にデータリンク
を利用しており，これを Controller Pilot Data Link 
Communication（CPDLC）と呼ぶ．対空系データリ
ンクの主な諸元を表 2に示す．

4.1　VHF ACARS
VHF Aircraft Communications Addressing and 

Reporting System（VHF ACARS）はエアリンク社（現
ロックウェルコリンズ社）が開発したデータリンクであ
り，Plain Old ACARS（POA）とも呼ばれる．VHF 
ACARS は Amplitude Modulated Minimum Shift 
Keying（AM-MSK）変調による伝送速度 2,400 bit/s
のキャラクタ指向型通信システムで 1978年頃から導入
され始めた．キャラクタ指向とは「データを 7ビット
アスキー文字単位で扱う」という意味である．

表1　無線電話主要諸元
バンド HF VHF UHF

周波数範囲
（MHz） 2.8～22 118～137 225～400

チャネル間隔
（kHz） 3 25 100

変調方式
搬送波抑圧
単側波帯
振幅変調

両側波帯振幅変調

通信距離 電波見通し
距離外 電波見通し距離内

主な用途 ATSC，AOC，AAC ATSC
図2　航空機搭載無線電話ユニット

（左：コリンズVHF700B，右：同VHF22A）
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元々はVHF帯無線電話の振幅変調無線機を流用でき
るようチャネルの互換性を重視して規格を設計したと言
われている．エアバンドレシーバをVHF ACARS チャ
ネルに合わせてみると，昔のモデムのように振幅変調検
波後のトーン信号が「ピーガー」と聞こえる．このトー
ン信号からACARSのメッセージをデコードできる PC
ソフトが幾つかあるので，興味のある方は“ACARS 
decoder”等をインターネットで検索してみるとよいだ
ろう．
VHF ACARS には符号誤り訂正機能がなく，情報の

誤りが受信側で検出されると再送要求されるため，通信
トラヒックが増加すると再送が頻発し伝送遅延が大きく
なる特徴がある．
なお ACARS という用語はシステムとしては通常

VHF ACARS システムを指すが，エアリンク社で規定
されたプロトコル名を指す場合もあり，本稿では区別の
ため後者をACARSプロトコルと呼ぶ．

4.2　HFDL
HF Data Link（HFDL）もエアリンク社が開発した

データリンクで，HF帯を用いた洋上等の長距離データ
通信に使われている．HFDLはM-Phase Shift Keying
（M-PSK）変調，伝送速度 300～1,800 bit/s のビット
指向型通信で，符号誤り訂正機能がある．ビット指向型
とは「データをビット単位で扱う」という意味である．
AOCや CPDLCの定型メッセージに対応している．ま
たACARSプロトコルを扱えることからHF ACARSと
も呼ばれる．

4.3　VDL
VHF Digital Link（VDL）は，VHF帯データリンク

の総称である．国際民間航空機関が標準規格化した
VDLにはモード 2，モード 3，モード 4の 3種類があ
るが，各モード間の互換性はない．
VDLモード 2はDifferential 8PSK（D8PSK）変調，

伝送速度 31.5 kbit/s のデータ通信専用のシステムであ

る．VDLモード 2本来の通信プロトコル上にACARS
プロトコルを載せるACARS over Aviation VHF Link 
Control（AOA）技術に対応している．また VHF 
ACARS とは異なり符号誤り訂正機能を備えている．
VDL モ ード 2 は AOA 技術によって高速版 VHF 
ACARS として世界的に普及しつつある．図 3に VDL
モード 2の日本におけるサービスエリアを示す．
VDLモード 3は D8PSK 変調，伝送速度 31.5 kbit/s

のデータ・音声両用の通信システムである．25 kHz 幅
の 1チャネルを時分割多元アクセスにより最大四つの
サブチャネルとして扱う．サブチャネルは設定により
データ通信か音声通信かを選択できる．音声通信では音
声をボコーダで 4.8 kbit/s のディジタルデータ列に圧縮
して伝送する．しかし提案元である米国がモード 3の
普及を諦めたため，モード 3は現在使われていない．
VDLモード 4は Gaussian Frequency Shift Keying

（GFSK）変調，伝送速度 19.2 kbit/s のデータ通信専用
のシステムである．元々は Automatic Dependent 

表2　対空系データリンク主要諸元
データリンク VHF ACARS HFDL VDLモード2 VDLモード3 VDLモード4 SSRモードS UAT

周波数範囲
（MHz） 118～137 2.8～22 118～137 118～137 112～137 1,030，

1,090 978

チャネル間隔
（kHz） 25 3 25 25 25 ─ ─

ACARS
プロトコル対応 ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

伝送速度
（kbit/s） 2.4 0.3～1.8 31.5 31.5 19.2 1,000，

4,000 1,041.667

主な用途 ATSC，AOC AOC，AAC ATSC，AOC ATSC ADS-B ADS-B ADS-B

図3　VDLモード2サービスエリア（高度3万フィート）
（提供：アビコムジャパン）
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Surveillance – Broadcast（ADS-B）用のデータリンク
として設計されたものでGPS等の時刻に同期した時間
スロットを持つ．ADS-B とは，各航空機が自機位置や
速度等の情報を周囲に放送し，これらを受信した地上施
設や他機が周囲の状況を把握できるという監視技術であ
る．同様の放送形サービスとしては，地上側で把握した
航空交通情報を放送するTraffic Information Service – 
Broadcast（TIS-B）や，気象情報等を放送する Flight 
Information Service – Broadcast（FIS-B） が あ る．
モード 4はこれら放送形サービスのデータリンクとし
てスウェーデン等欧州の一部で使われている．
VDLモード 3やモード 4は ACARS プロトコルと互

換性がないことからデータリンクとしての新規導入コス
トが高く，航空会社などが導入を敬遠し世界的に普及し
なかったものと考えられている．
ACARSプロトコルに対応しているデータリンクはエア

リンク，Société International de Télécommunications 
Aéronautiques（SITA）といった通信プロバイダが提供
している．日本ではアビコムジャパンがVHF ACARS及
びVDLモード2を提供している．

4.4　SSR モード S データリンク
Secondary Surveillance Radar（SSR）モード Sデー

タリンクは，二次監視レーダにデータリンク機能を持た
せたものである．二次監視レーダは地上側から航空機側
へは 1,030 MHzの質問信号を発し，航空機側から地上
側へは 1,090 MHzの応答信号で応答するシステムであ
る．モード Sでは質問信号及び応答信号に 56 bit ない
し 80 bit の情報を載せ，最大 1,280 bit までのメッセー
ジを相手に送ることができる．図 4に示すように，最
大伝送速度は質問信号で 4 Mbit/s 及び応答信号で
1 Mbit/s と高速だが，メッセージ長が最大で 1,280 bit
なので大量の情報を送る用途には不向きである．モー
ド S データリンクは航空機の動態情報を地上側に送る

Downlink Aircraft Parameters（DAPs）や ADS-B な
どに利用されている．

4.5　UAT
Universal Access Transceiver（UAT）は 978 MHz

単一チャネルで伝送速度約 1 Mbit/s の，小形機に適し
た米国の放送形データリンクである．送信メッセージ長
が最大で 3,456 bit なのでモード Sと同様に大量の情報
の伝送には不向きである．2007 年に国際民間航空機関
で標準規格化されADS-B などに利用できる．UATは今
のところ米国内での運用に限定されている．

4.6　その他
羽田空港などの主要空港では，駐機スポットで

Electronic Flight Bag（EFB）などの大容量データを送
受信できるゲートリンクが 2007年から運用開始されて
いる．ゲートリンクでは IEEE 802.11b/g 規格である
Wi-Fi（無線 LAN）技術が使われている．
また，空港面全体で高速データリンクを提供するシステ

ムとしてAeronautical Mobile Airport Communication 
System（AeroMACS）がある．これは IEEE 802.16 規
格として知られるWiMAX技術を5 GHz帯に転用したシ
ステムである．AeroMACSはまだ実運用に供されてはい
ないが，プロトタイプを用いた空港面での通信実験による
と滑走路上などで最大で約6 Mbit/sのスループットが確
認されている （2）．図5は実験に用いられたプロトタイプ装
置の外観である．AeroMACSは 2016年に国際民間航空
機関の標準規格となった．

5 衛星系データリンク
人工衛星によって通信を中継する衛星系データリンク

は，洋上等の長距離通信に適している．衛星系データリ
ンクはその維持管理に多額の費用が掛かるため，ユーザ

メッセージは最大 1,280 bit

モード S搭載
航空機局

SSR モード S地上局

モード S搭載
航空機局

応答信号
（1 Mbit/s） 質問信号

（4 Mbit/s）

図4　SSRモードSデータリンク概念図 図5　AeroMACSプロトタイプ基地局実験装置
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は基本的に衛星通信プロバイダと契約することになる．
表 3に衛星系データリンクの主な諸元を示す．表中

の周波数帯での 6/4（GHz）などの記法は，上り回線が
左側の周波数帯で下り回線が右側の周波数帯を使うこと
を表している．

5.1　インマルサット
インマルサットは国際移動通信衛星機構（元の国際海

事衛星機構）の事業部門が分離してできた通信会社であ
る．赤道上空に静止衛星を展開し，極地域を除き世界的
な衛星通信サービスを提供している．航空向け衛星通信
サ ー ビ ス は Aeronautical Mobile Satellite（Route）
Service（AMS （R） S）と呼ばれ，ATSC，AOC，AAC，
APCのいずれにも利用できる．現在インマルサットで
は第 2～5世代衛星を運用中だが，AMS （R） S 用として
は第 3世代及び第 4世代衛星のクラシックエアロサー
ビスが対応している．同サービスでは伝送速度 600 bit/
s～10.5 kbit/s の回線を提供しており，ACARS プロト
コル対応のデータ通信及び音声通信を利用可能である．
第 4世代衛星では最大伝送速度 432 kbit/s の高速デー
タ通信が可能な SwiftBroadband サービスも提供され
ている．2017 年現在，SwiftBroadband サービスでも
ATSCの用途に使えるよう国際民間航空機関で標準化作

業が進行中である．図6にインマルサッ
ト第 4世代衛星におけるサービスエリ
アを示す．

5.2　MTSAT
Multi-functional Transport Satellite

（MTSAT）は日本の静止衛星である．
一般にはひまわり 6号及びひまわり 7
号という気象衛星として知られていた
が，実は気象観測機能以外に通信機能
を併せ持つ運輸多目的衛星である．当
初は衛星 2機に地上衛星センタが 2局
（常陸太田及び神戸）の運用形態で冗長
系を構成していたが，2015 年末に
MTSAT 新 1 号機は運用を完全に終了

し静止軌道から外された．2号機も気象衛星としての役
割は既に終了しているが，通信機能は 2020年頃まで運
用予定となっている．MTSATの通信機能はAMS （R）
S 互換で，そのうち ATSC は国土交通省航空局が，
ATSC以外の通信は SITA社が担当している （1）．

5.3　イリジウム
イリジウムは，衛星携帯電話として有名な衛星通信シ

ステムである．図 7に示すようにイリジウムでは 6本
の極軌道に 66個の周回衛星を配置して極地域を含む全
世界をカバーしている．元々衛星は 77個配置する予定
であったため原子番号 77番の元素イリジウムにちなん
で命名された．イリジウムは衛星高度 780 kmの周回
衛星を用いるので，高度 3万 6,000 kmの静止衛星に
比べて伝搬遅延が少なく自然な会話ができるなどの特徴
がある．音声通信のほか，2.4 kbit/s のデータ通信も可
能でACARSプロトコルにも対応している．イリジウム
は 2007年に国際民間航空機関で標準規格となった．
送受信装置が小形で比較的安価に導入できることか

ら，これまでほかのデータリンクを搭載できなかったヘ
リコプターなどへの搭載例が増えている．

表3　衛星系データリンク主要諸元
データリンク クラシックエアロ・MTSAT SwiftBroadband イリジウム

周波数帯（GHz） 6/4，1.6/1.5 6/4，1.6/1.5 30/20，1.6/1.5

音声通信 ○ ○ ○

ACARSプロトコル対応 ○ ─ ○

伝送速度（kbit/s） 最大10.5 最大 432 2.4

主な用途 ATSC，AOC，AAC，APC AOC，AAC，APC ATSC，AOC，AAC，APC

図6　インマルサット I4衛星サービスエリア（提供：インマルサット及びKDDI）
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6 おわりに
本稿では航空業務に使われる様々な無線通信システ

ムを紹介してきた．航空機の安全運航には管制情報や運
航情報以外にも気象情報などの関連情報が時に重要な役
割を果たす．これら多様な情報を扱うにあたり，定型的
メッセージや画像データを送る場合にはデータ通信が有
利であり，メッセージの緊急性や任意性が高い場合には
音声通信が有利といえる．両者はその特徴に応じて使い
分けられ今後も共存していくであろう．

　謝辞　本稿に図・写真を御提供下さいましたアビコム
ジャパン，インマルサット，KDDI，ナビコムアビエー
ションの関係各位に感謝致します．
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図7　イリジウムシステムの概要（提供：ナビコムアビエーション）

北折　潤 （正員）
 1992 電通大大学院電気通信学研究
科博士前期課程了．同年運輸省電子
航法研究所入所．航空無線通信に関
する研究等に従事．現在（国研）海
上・港湾・航空技術研究所電子航法
研究所上席研究員，IEEE会員．

山　康博 　
 1975 名大大学院工学研究科修士課
程了．同年日本航空株式会社入社．
運航技術関係業務に従事．2009 電
子航法研究所入所．現在（国研）海
上・港湾・航空技術研究所電子航法
研究所研究員．

解説　航空業務用無線通信システム 111



1 はじめに
鉄道向け無線システムは，指令員と乗務員が連絡を取

るために使われる等，列車の安全運行に重要な役割を果
たすものが多く，国土交通省の鉄道に関する技術上の基
準を定める省令において「保安通信設備（保安上又は運
転上必要な箇所の相互間で迅速に連絡通報することがで
きる設備）」として設置を義務付けられているものも含
まれている．無線局の開設にあたっては総務省の電波法
関係審査基準で「鉄道用又は軌道用の客車及び貨車の安
全かつ円滑な運行を確保することを主たる目的として開
設するものであること」と目的が定められており，その
通信内容は「鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事
項」と「列車防護警報に関する事項」に分類されてい
る．このような無線局は「貨客運送事業用」とされてお
り，平成 29年 1月 31日現在 30 MHz 以上の帯域にお

いて図 1で示す周波数帯が使われている （1）．
近年，過密ダイヤに伴う列車の安全運行への関心の高

まりからディジタル無線によるシステムの高度化が進め
られており，鉄道の安全・安定輸送に向けて高度な役割
が期待されている （2）．本稿では列車の安全運行に欠か
せない鉄道向け無線システムについて，ディジタル無線
が採用されているシステムや今後発展が期待されている
システムを中心に概要を説明する．

2 鉄道向け無線システムの普及
歴史を遡ると鉄道向け無線システムの普及のきっか

けとなったのは 1962年に発生した常磐線三河島駅構内
での多重衝突事故である．この事故では脱線した貨物列
車にほかの列車が衝突し，その列車から避難する乗客を
もう 1台の列車が跳ねて脱線中の列車に衝突したもの
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図1　鉄道向け無線システムで使用する周波数（総務省「電波利用ホームページ」を加工して作成）
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であり，死者 160 人・負傷者 296 人を出す大惨事と
なった．この事故をきっかけとして運転指令所の指令員
と乗務員が直接連絡を取ることができる列車無線の導入
が進められてきた．
残念ながら2008年に発生した福知山線脱線事故では，

列車において無線機の電源が非常時に使用する予備電源
側に切り換えられていなかったため列車無線は動作しな
かった．これを受けて非常時に予備電源へ切り換えなく
ても無線機が動作するように改良が進められてい
る （3）， （4）．

3 指令員と乗務員が
連絡を取るための無線

3.1　概要
ほとんどの路線では，車両基地等を除き運転指令所の

指令員が列車の運行状況を常時監視し，ダイヤの乱れや
事故等が発生した場合に乗務員や現地作業員等と直接連
絡を行う方法が取られている．この中で，指令員と乗務
員が連絡を取るために用いられる無線システムが列車無
線である（図 2） （5）， （6）．
列車無線は線路に沿ったエリアで無線通信が必要と

なることから，線路沿いに電波を送受信できる LCX
（Leaky Coaxial Cable）や誘導線を布設し無線通信す
る方式（LCX方式，誘導無線方式）と，通常の無線シ
ステムと同様，ビルの屋上や鉄塔にアンテナを設置し無
線通信する方式（空間波方式）に分類されている．これ
らの方式が用いられている鉄道の種類とその周波数帯を
表 1に示す．空間波方式及び LCX方式では方式によら
ず，JRグループ（在来線と新幹線）には 400 MHz 帯，

公営・民鉄には 150 MHz帯が割り当てられている．

3.2　空間波方式
空間波方式は，在来線及び公営・民鉄においてアナロ

グ無線が広く整備されているが，本節では 2007年から
のディジタル無線の導入により高度化が進められている
首都圏在来線ディジタル列車無線を説明する （7）， （8）．
首都圏在来線ディジタル列車無線では，沿線に沿って

鉄塔やビルの屋上にアンテナを設けた基地局を 2～
3 kmごとに設置し，20～30 kmの全域を無線ゾーンと
している（図 3）．列車側は屋根上にアンテナが取り付
けられており基地局と無線通信を行う（図 4）．
無線ゾーンには 4回線分の周波数が割り当てられて

おり，1対波（1回線）は全ゾーン共通，残りの 3対波
（3回線）はゾーンごとに異なる周波数である．回線の

図2　列車無線

アンテナ

図4　列車アンテナ位置

［凡例］

f0：全ゾーン共通に割り当てる周波数

f1～ 6：無線ゾーンごとに割り当てる周波数

図3　空間波方式ゾーン構成

表1　列車無線の方式

No. 列車無線 鉄道の種類 周波数帯

1 空間波方式 在来線 400 MHz 帯

公営・民鉄 150 MHz 帯

2 LCX方式 新幹線 400 MHz 帯

公営・民鉄 150 MHz 帯

3 誘導無線方式 公営・民鉄 100～200 kHz
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用途と周波数は固定しており，その用途を表 2に示す．
比較のため，ディジタル無線導入以前に使われていたア
ナログ無線（2回線／ゾーン）も記載する．
無線ゾーンは指令員が担当する線区と対応すること

が多く，無線ゾーンをまたがって列車を追跡する機能は
持っていない．無線仕様を表 3に示す．比較のために
ディジタル無線導入以前に使われていたにアナログ無線
の仕様も記載する．
アナログ無線では無線ゾーンごとに 12.5 kHz 間隔の

周波数を 2回線使用していたのが，ディジタル無線で
は同じ周波数帯域で 6.25 kHz 間隔の周波数を 4回線使
用できるため，データ回線の新設や音声回線の増強が可
能となり無線システムの高度化に寄与している．

3.3 　LCX 方式の列車無線
LCX方式は新幹線と地下鉄等で使われている方式で

あるが，本節では金沢開業や新函館北斗開業で着目され
た北陸新幹線や北海道新幹線で採用されている，東北・
上越新幹線ディジタル列車無線を中心に説明す
る （9） ～ （12）．
LCXは漏えい同軸ケーブルとも呼ばれ，トンネル内

で無線通信を行うために開発されたケーブルである．列

車無線で使われている 150 MHz 帯や 400 MHz 帯の電
波はトンネル内では急激に減衰するため，地下鉄はもち
ろん，空間波方式でもトンネル対策として LCXが使わ
れている．LCXは同軸ケーブルの外部導体に，周期的
に電波が漏れる機構（スロット等）を設け，ケーブル内
部を伝搬する電気エネルギーの一部が，電波として外部
へ一様に放射されるように作られたケーブルである．
LCXの構造を図 5に示す．新幹線列車無線の特徴は，
LCXをトンネル内はもちろん，トンネル以外の区間で
も線路に沿って布設し，全線にわたって LCXを介して
無線通信を行えるようにした点にある．
新幹線列車無線のイメージを図 6に示す．このよう

に全線にわたり線路の両側に LCXを敷設することで，
不感地帯のない通信を可能としている．
車両のアンテナは車両側面の低い位置に取り付けら

れており（図 7），列車と LCXの距離が全線にわたりほ
ぼ一定の距離となるため，列車が高速で走行しても非常
に安定した無線通信を実現している．また，LCXを線
路の両側に布設することで 1本が切れても通信が可能
であるとともに，LCXが切れていない場合は列車すれ
違い時にも通信が可能となっている．
基地局は駅付近に設置されており，無線ゾーンは通常

表2　無線回線の用途

No.
用　途 周波数

割当ディジタル無線 アナログ無線

① 音声回線（旅客一斉
／データ回線）

音声回線（旅客
一斉）

全ゾーン
共通

② 音声回線（通話） 音声回線（通話）

ゾーン
ごと

③ 制御／データ回線 ─

④ 音声回線（第 2 通
話） ─

表3　無線仕様

項　目 ディジタル無線 アナログ無線

無線方式 複信方式 複信方式／半複信
方式

送信出力 基地局：4 W
移動局：0.3 W

基地局：3 W
移動局：1 W

変調方式 π/4 シフトQPSK*1 FM

伝送速度 9600 bit/s ─

周波数間隔 6.25 kHz 12.5 kHz

アクセス方式 SCPC*2 SCPC*2

チャネル数 4回線／ゾーン 2回線／ゾーン

*1　 π/4 シフトQuadrature Phase Shift Keying：第 2世代携帯電話や
PHSで採用されたディジタル変調方式の一種

*2　 Single Channel Per Carrier  : 一つの搬送波に一つのチャネルを割
り当てる方式

図5　LCXの構造

LCX

LCX

図6　新幹線列車無線

図7　新幹線アンテナ位置

114 通信ソサイエティマガジン　No.42  秋号 2017



Technology Reviews and Reports 小特集 知られざる業務無線解 説

駅から東京方と新函館北斗／新潟／金沢方の両方に 20
～30 km程度伸びる構成となっている．LCX内部を伝
搬する電気エネルギーの減衰を補償するため沿線に無線
中継装置を 1.3～1.5 kmの間隔で設置している（図 8）．
LCX方式の大きな特徴として全てのゾーンで同じ周

波数を繰り返し使える点にある．これは LCXからの電
波が列車進行方向にほとんど伝搬せず，400 MHz 帯で
はゾーン境界における干渉区間が 10～15 m であり，
列車が高速で走行する場合に 1秒以下の瞬断程度で済
み，通信にはほとんど影響がないためである．新幹線列
車無線の場合は 2対波を全線にわたって使用している．
各ゾーンに割り当てられている 2対波には，音声回

線：22 ch，データ回線（9.6 kbit/s）：12 ch，データ
回線（64 kbit/s）：3 ch，が多重化されており，これら
の回線の用途を表 4に示す．この中には指令員と乗務
員間以外の用途も含まれている．
指令員は複数のゾーンを担当しており，ゾーンをまた

がって列車の追跡が可能である．無線仕様を表5に示す．
このように東北・上越新幹線ディジタル列車無線は首

都圏在来線ディジタル列車無線と比較してより広い帯域
を用いることで無線システムの高度化を実現している．

3.4　誘導無線方式の列車無線
日本で初めて列車無線で導入されたのが誘導無線方

式である．この方式は線路に沿って布設した誘導線を介
して地上と車上で無線通信するものであり，100～
200 kHz が割り当てられている．誘導線は線路の側面
や線路の間に布設し，列車側は屋根上・側面・床下にア
ンテナを取り付け通信する（図 9）．
誘導無線方式を用いると LCX方式と同様トンネル内

でも無線通信が可能であり主に地下鉄で使用されてい
る．かつては誘導無線方式が列車無線の主流であった
が，電車のモータ等からの雑音で通信品質が劣化するこ
とから，現在では空間波方式や LCX方式への置き換え
が進められている．

4 安全な列車間隔を自動で
維持するための無線

通常，同じ路線上には複数の列車が走行しており，決
められたダイヤどおりに走行していれば安全な列車間隔
が保たれ衝突することはないが，ダイヤ乱れ等で列車間
隔が短縮すると衝突のリスクが高くなる．このようなとき
に運転士のブレーキ操作が遅れても自動的にブレーキが
掛かり安全な列車間隔を維持できるようにするための無
線システムが導入されている．この無線システムは世界
的にはCBTC（Communications-Based Train Control）
と呼ばれ無線 LANと同じ2.4 GHz帯を用いることが多
いが，国内では導入検討の段階であることから，本章で
は JR 東日本が開発し既に実用化されているATACS

表4　無線回線の用途

用　途 通信区間

指令電話 指令員⇔乗務員

業務電話 地上⇔車上

公衆電話 地上⇔乗客

指令・業務用データ通信 指令員⇔乗務員

列車制御用データ通信 地上⇔車上

異常時メッセージ
文字ニュース配信

指令員・新聞社⇒乗客

表5　無線仕様

項　目 仕　様

無線方式 複信方式

送信出力 基地局：2 W，移動局：4 W

変調方式 π/4 シフトQPSK

伝送速度 384 kbit/s，307.2 kbit/s

アクセス方式 TDM-TDMA*1

*1　 Time Division Multiplexing Time Division Multiple Access  : 第 2
世代携帯電話で採用されたアクセス方式の一種

図8　新幹線列車無線のゾーン構成

図9　誘導無線方式の列車無線
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（Advanced Train Administration and Communications 
System）を紹介する （13）．
ATACSでは列車にて自車の位置を検知し，無線基地

局経由拠点装置に通知する．拠点装置は全ての列車の位
置を把握し，それぞれの列車に対して停止限界を通知す
る．列車では停止限界で停止できるように速度照査パ
ターンを計算し，それに応じて自動的にブレーキを掛け
る．この処理を約 1秒周期で繰り返すことで，運転士
のブレーキ操作が遅れても自動的ブレーキが掛かり安全
な列車間隔を維持できる（図 10）ATACSにはディジタ
ル無線が採用されておりその無線仕様を表 6に示す．
現在，国内でATACSが採用されている路線は仙石線

のみであるが，従来は地上の信号機器を用いて同機能を
実現していたものが，無線システムを用いて実現するこ
とで設備のスリム化につながり，今後，本システムの導
入が本格化すると考えられる．

5 運転席からホームの状況を
確認するための無線

ワンマン運転の列車において運転士が列車のドアを
開閉する際に，運転席から容易にホーム状況を確認でき
るように無線システム（ホーム監視用映像伝送システ
ム）が導入されている．このシステムはホームに設置し
た複数の監視カメラからの映像を運転席に無線で伝送

し，運転席に取り付けられたモニタに表示するものであ
る（図 11）．
映像を送信するためには広い無線帯域が必要である

ことから，このシステムではミリ波（40 GHz 帯）を用
いて映像を伝送している．また，列車停車中に動作すれ
ばよいので，無線ゾーンは先頭車付近の極めて狭い範囲
となっている．
本システムの無線仕様を表 7に示す．変調方式とし

て FMを用いたアナログ無線を採用している．これは，
ディジタル無線の場合，映像のディジタル化の過程で遅
延が発生し，列車ドア開閉の安全に関わるためである．
今後，遅延の少ない符号化方式の適用によりディジタル
無線への移行も可能と考える．
電波行政にも依存するが，ミリ波帯は非常に広い無線

帯域を使用できるため，この周波数帯を使った次世代列
車無線システムが検討されている （14）．このシステムで
はミリ波帯を全線にわたり連続的に使用することで，走
行中での地上 –車上間の大容量通信が期待されている．

6 その他の無線
ここまで鉄道で使われる無線を3種類に分類して説明

してきたが，それ以外の代表的な無線システムを表8に
示す．乗務員無線と構内無線は音声連絡用の無線システ
ムであり，電子閉塞無線は信号伝送用の無線システムで
ある．いずれのシステムもアナログ無線のシステムである．

表6　無線仕様

項　目 仕　様

周波数帯 400 MHz 帯

無線方式 複信方式

送信出力 基地局：3 W，移動局：1 W

変調方式 π/4 シフトQPSK

伝送速度 9600 bit/s

周波数間隔 6.25 kHz

アクセス方式 TDM-TDMA

表7　無線仕様

項　目 仕　様

周波数帯 40 GHz 帯

無線方式 単向通信

送信出力 基地局：1 mW

変調方式 FM

周波数間隔 40 MHz

図10　ATACS概要
図11　ホーム監視用映像伝送システム
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7 おわりに
本稿では，今後導入が進むと見込まれるディジタル無

線を採用している無線システムと，次世代の大容量通信
で期待されているミリ波無線を使ったシステムを中心に
説明した．これらの技術の適用によりシステムの高度化
が進展し，鉄道の更なる安全・安定輸送に寄与できるこ
とを願いたい．
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表8　その他の鉄道用無線

項　目 用　途

乗務員無線 乗務員相互間または業務員と駅や指
令所間で音声連絡を取る場合に使わ
れる．（400 MHz 帯）

構内無線 駅や車両基地で車両を入れ替える場
合に，地上と車上間で音声連絡を取
る場合に使われる．（150 MHz 帯，
400 MHz 帯）

電子閉塞無線 単線区間において，運転士が駅から
発車する前にポイントや信号を切り換
える場合に使われる．（400 MHz帯）

川本真紀夫 　
 三菱電機株式会社・交通事業部・技
術グループ所属，1986阪市大大学院
修士課程了（応用物理学専攻），同年
三菱電機株式会社入社，通信機（特
に新幹線列車無線）の開発に従事．
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 1  なぜオールボー？
2003 年 8 月，パリから同級生と運転 20 時間を経て，

ヴァイキングの街オールボーに到着しました．歴史的
猛暑の 38 度のパリから，真夏でも僅か 18 度のデン
マーク・オールボーにこれから 10 か月間過ごすので
す．（そのときは 4 年半住むことになるとは全く想像し
ていませんでした．）猛烈な雨が降る寒い中を，T シャ
ツ・短パン・サンダル姿でびしょ濡れになって愉快に
散歩しているデンマーク人の姿を見てあ然としました．
一体なぜこんなところに来てしまったのか ?!  と後悔
した一晩目でした．

所属していたフランスの工学系グランド・エコール
Télécom SudParis の Diplôme d’Ingénieur を取得する
には，最低 3 か月間フランス以外の大学・研究機関で勉

強することが必要条件の一つでした．多くの MoU 協定
のうちにデンマーク・オールボー大学もありました．
Télécom SudParis の 3 年目をオールボー大で過ごし，
そこの修士に受かれば double diploma を取得できると
いう制度でした．ロンドンやベルリンと迷い悩んだ結果，
オールボーに興味を持ったのは，“オールボーはとても
きれいな中世の街でヨーロッパの大切な宝石です”と，
Télécom SudParis の国際部部長に勧められたからです．

（当時はアンテナ伝搬・無線通信で世界的に有名だった
とは知りませんでした…それが理由で MoU 協定が結ば
れていたのですが．）その魅力にひかれ，デンマークの
オールボー大学（Aalborg　Universitet）で 1 年間留学
することを決意しました．

 2  
オールボーってどこ？  
デンマークでは何語？

オールボーはデンマーク・ユトランド半島（Jutland）
の北にある，人口 12 万人の小さな町です（図 1 （a））．
それでもデンマーク第 4 の都市です．

内陸にありながら，ユトランド半島を横切る海峡リ
ムフィヨルド（Limfjord）に面している戦略的な地理
に恵まれ，中世から重要港町として栄えていました．
紀元前 700 年頃から人々が住み，9 世紀からはヴァイ
キングの重要拠点でした．今でもリンホルム・ホイエ

ⓒ電子情報通信学会2017

　

（a）デンマーク・オールボーの地図

（b）デンマークの旗

図 1 図 2　ヴァイキングの遺跡 Lindholm Høje
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（Lindholm Høje，図 2）の遺跡では，5〜12 世紀の
ヴァイキングの村墓場が見られ，オールボー独特の観
光スポットです．

2009 年にはヨーロッパで最も清潔な街に選ばれ，更
に 2016 年の EU 調査によると，オールボーはヨーロッ
パで最も幸せな街でした．ちなみに 2 位は首都コペン
ハーゲンで，“cosy”や“和む”の意味に近いデンマー
ク語のヒュッゲ（Hygge）が，国際用語になるのも納
得できます．
“デンマークでは何語を話すの？”とよく日本人の知

り合いに聞かれますが，デンマークではデンマーク語
です．といっても，ほぼ全国民がびっくりするほど英
語ペラペラで，デンマーク語を知らなくても全く困り
ません．ただ，デンマークなまりに慣れていないと，
デンマーク語で話しかけられているのか，英語なのか，
最初は分かりづらいかもしれません．でも，すぐに慣
れるので，観光客にとっては助かります．

 3  歴史的な街オールボー
国際部部長に言われたとおり，街中は中世の貴重な

建造物が並び，まるでタイムスリップした感じです．
まず，中心には真っ白い素敵な教会 Budolfi Kirke

（図 3）が建っていて，最も古い部分は 15 世紀にも遡
ります．今でもこんなにきれいに輝いていて，毎回不
思議に思います．晴天の日にはまぶしいくらいです．
そして，同じ広場に古い赤れんが造りの，堂々とした
建物が建っています．どう見ても博物館なのですが，
実は郵便局なのです．このように，日本では重要文化
財になるような 14〜15 世紀の建物でも，その多くが
市役所・レストラン・ショップ等に使用され，誰でも

日常的にアクセスできます．
例えば，Jens Bangs Stenhus（図 4）は 1624 年に

町の裕福な商人が建てた大きなすばらしい家です．現
在は 1 階は薬局，地下のセラーはレストラン・バーと
して使用されています．

ところで，私のお薦めのバーは 17 世紀の一軒家に
入っている Old Irish Pub と，15 世紀の修道院の一部
にある CaféKlostertorvet です．月に 1 回はどちらか
のバーに行っていました！

また，歩行者天国のショッピングセンターの裏に，
特徴的な小さな家が並んでいます．様々なパステルカ
ラーの家々で，本当にアンデルセンの童話の世界のよ
うです．あんなに大柄なデンマーク人がどうやってこ
の小さな家で暮らせるのかな？  といまだに謎です．

ほかにもまだまだ紹介したい歴史的建造物はたくさ
んありますが，是非実際に観光して下さい．

このような街並みがお好きでしたら，オーフス
Århus の街ごと博物館 Old Town や，アンデルセンの
生まれ故郷オーデンセ（Odense），更にデンマーク最
古の町リーベ（Ribe）がお薦めです．　

11 月に入った途端，町中（国中）クリスマスモード
に入ります．日照僅か 10 時から 15 時の寂しい冬を，
クリスマスイルミネーションが暖めてくれます（図 5）．
この時期は，クリスマスランチ・ディナー Julefrokost

図 3　オールボー中心の Budolfi Kirke 図 5　クリスマスの Nytorv 広場

図 4　17 世紀建造の Jens Bangs Stenhus
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でにぎわいます．日本の忘年会と似ていて，仕事の同
僚との会，友達同士の会，家族での会など，多くの
Julefrokost が日々続きます．

定番のクリスマス料理はミートボール frikadeller, 豚
の 皮 付 き ロ ー ス ト flæskesteg や ニ シ ン の マ リ ネ
marineret sild ですが，それらをデンマークの国民的
アルコール Aquavit で流し込みます．Aquavit はジャ
ガイモが原料の度数 40 度以上のお酒で，キンキンに冷
やして一気に飲みます．実は，Aquavit はオールボー
が主生産地で，世界中に輸出されています．図 6 の写
真はフランスから訪れた友達と工場で作られた様々な
種類の Aquavit の塔です．その中で一番ポピュラーな
のが赤い Aalborg Taffel Aquavit（図 7）．その右は毎
日の食卓に欠かせない，デンマーク人大好物の黒いラ
イ麦パン rugbrød です．穀物がぎっしり重たく，特有
の強い味のパンです．有名なデーニッシュオープンサ
ンド smørrebrød は，このパンをベースにして，ハム
やパテ，先ほどのニシンのマリネを載せたものです．
最後に日本でも材料が手に入る smørrebrød のレシピ
を御紹介します．

 4  
若くてインターナショナルな街
オールボー

オールボーは元々工業都市でしたが，1974 年にオー
ルボー大学が設立されてからは学生・若者の人口が急
増し，世界中から研究者が集まる知能都市へと変身し
ています．

私も Erasmus ネットワークの枠組みでオールボー大
学を訪れたため，現地であらゆるヨーロッパの国から
の留学生たちと交流することができました．Welcome 
Party や周辺のツアー，ダンスパーティー，様々なイベ
ントが企画されました．また，毎週水曜日の夜は
Budolfi Kirke の正面にある学生バー Studenterhuset
に各国からの若者たちが集まり，にぎやかに過ごしま
した．週末はバーやクラブが延々と並ぶ有名な Jomfru 
Ane Gade（図 8）で，デンマーク人も留学生も仲良く
共に夜中まで楽しんでいました．大学では猛烈に勉強・
研究をして，自由時間はインターナショナルな文化を
楽しみ，成長し，本当に貴重な経験をしました．学生
の皆さんはもしオールボー大学に留学する可能性があ
れば，迷わずそのチャンスをつかんで下さい．（教育費
もほぼタダです．）

 5  
デンマーク・オールボーの
面白い事実

ここでは，幾つか独特なこと・ミニ情報をつぶやき
ます…
−  おなじみの Bluetooth は 10 世紀のデンマーク・ノル

ウェーのヴァイキング王 Harald Blåtand（青い歯の
ハラルド）から名付けられた．

−  デンマーク人はマジパンが大好物．でも日本人には
苦手な味．私はフランスのマジパンは好きですが，
デンマークのはきついです．フルーツケーキにも
99％マジパンが入っているので，買う際には十分注
意すること．

図 7　オールボー Taffel Aquavit

図 6　オールボー Aquavit 工場，フランスからの友達 図 8　バーやクラブの通り Jomfru Ane Gade
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−  キャベツの種類が膨大．芽キャベツからキャベツの
“枝・木”まで，見たことのない種類が限りなくマー
ケットに並んでいます．

−  夕方に散歩をして驚くのは，オールボーの家庭では
毎晩 6 時からキャンドルライト夕食をしていて，ど
の家でもカーテンを閉めずに窓辺にもキャンドルを
置き，外から丸見えで通行人に見物されていてもそ
れが普通なことです．

−  そして気を付けなくてはいけないのは，歩行者より
自転車が優先です．慣れていない日本人には危ない
です．歩道より自転車レーンの方が広いです．

−  天候では何といっても強風が有名です（図 9）．オー
ルボーに飛行機で到着する場合は，タラップを降り
る際に強風に吹き飛ばされないように御注意下さい．
機中からは風力発電機 eolien が海中から群をなして
そびえ立っている光景が印象的です．

−  最後に，お薦めのレストラン：高級 Danish French
の Mortens Kro, タ パ ス バ ー Pingvin, カ フ ェ
Cafeministeret, カフェ Penny Lane, 断トツおいし

いパン屋さんは La Bonta.
−  中華料理が食べたくなったら Peking 飯店がありま

す．ただし豆腐はありません．

 6  付録
最後に私がよく作る，日本で手に入る素材を使った

デンマークで人気のオープンサンドを御紹介します．

スモークサーモン・アーティチョーク・ 
アボカドクリームのデーニッシュオープンサンド : 

－  黒ライ麦パン4切れ
－  レタス
－  スモークサーモン4切れ
－  アーティチョーク好みの量（瓶詰めオイル漬けがデパート
等で購入可）

－  アボカド大1個
－  レモン汁半個分
－  塩一つまみ

1． アボカドの実をマッシュしてレモン汁と混ぜ，塩を加える．
更にアーティチョークと混ぜる．

2． パンにレタス，アボカドクリーム，スモークサーモンの順
に乗せる．

3． 細かく刻んだディルと黒胡椒を振りかける．

Værsgo!

金子めぐみ （正員）
私は東京で生まれ，フランス・パリで育
ち，デンマーク・オールボー大学で博士
号を取得しました．オールボー大学での

“Study abroad”により，京都大学に逆
留学を経験しました．現在は国立情報学
研究所・准教授として，東京を拠点に研
究していますが，学会活動や共同研究で
海外の学生・研究者とも日々活発に交流
しています．

図 9　到着数日後，オールボー街中の風車の前
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	1. はじめに
商用に供された日本の電子交換機は，日本電信電

話公社（現NTT）により 1971 年 12 月に霞が関局
でサービス開始した D10 交換機（開始当初は
DEX21 と呼称）に始まり，その後中小局用の
D20，更にはネットワークのディジタル化の流れの
中で，1981 年にまず D60 ディジタル中継交換機
が導入され，1983 年 11 月のD70 ディジタル加入
者線交換機と続いた．固定電話網に関してはこのよ
うに電子交換機が導入されていったが，その間，
データ通信を可能とするデータ網構築の議論も開始
され国際標準化の進展もあって，1979 年にはD51
データ回線交換機が商用サービスを開始し，1981
年にはD51 パケット交換機が商用サービスを開始
した．
このような中，音声，データ等を統合するサービ

ス総合ディジタル網（ISDN：Integrated Services 
Digital Network）の研究開発，国際標準化が進み，
1988 年 4月に，世界に先駆けて ISDN交換機によ
るサービスを開始した．
こうした流れの中で 1985 年の電々公社の民営

化，NTTの誕生の前後から，膨大になった交換機
ソフトウェアの維持管理，マルチメディア化への対
応，激化する通信事業者間競争に勝ち抜くための多
様な新サービス導入の短期間化・コスト削減，開発
コストの低減化などの要請を受けて，全く新しいコ
ンセプトの次期交換機を作れないかという機運が生
まれ，それが最終的に新ノードシステム （1）の実用
化につながっていった．
本稿では，その新ノードシステムが商用に供され

るまでの波乱に満ちた実用化の道のりを述べる．

	2. 背景
電々公社が 1985 年に民営化されNTTが誕生し，

通信事業者間競争が激しさを増し，通信ネットワー
クを取り巻く環境は大きく変化し始めていた．
そのような中で，1987 年 5 月，「将来のネット

ワークに関する打合せ」ということで北原安定副社
長（当時）の下に関係者が集められ議論をすること
になった．集まったのは，当時の，城水元次郎・研
究開発本部長，池田博昌・基幹交換研究部長，加納
貞彦・同部交換方式研究室長，塚田啓一・複合交換
研究部長，鈴木滋彦・同部交換方式研究室長（筆
者），石川宏・通信網統括部長，久米裕介・通信網
部長，の7名であった．その打合せでは，音声をパ
ケットで運ぶ場合の技術的課題や，高速交換方式の
アーキテクチャなどが議論になった．打合せの中で，
北原副社長は，「将来は，音声1：非音声9になると
いう話もあり，そのときはネットワークを非音声向
きに作って，音声も統合して安くするというのが私
の考えだ」と述べられた．今となっては当たり前だ
が，およそ30年前の発言であることを考えると先
を読む目の鋭さに驚かされるが，それらを実現する
高速交換方式を十分議論してくれと言われてその打
合せは終わった．当時，既に研究所では高速広帯域
交換機の研究を始めていたが，この打合せが，本格
的に次期交換機を検討するきっかけになり，更にそ
の後の新ノードシステムにつながっていったと，今，
振り返って感じている．この 2か月後にR＆D体
制の改革があり機能別研究所が作られ，NTTの VI
＆ P構想（Visual,  Intelligent and Personal）で提
唱された高度サービスを実現するため，交換システ
ム研究所が，交換システムを高度化・経済化するた
めの方式基盤技術の開発とシステム化の研究を担当
することとなった．
その当時のNTTを取り巻く事業環境としては，

ISDNサービスの普及拡大に伴う電話からマルチメ
ディア化の動き，新電話サービス等によるサービス
面での競争事業者（NCC：New Common Carrier）
に対する競争力の強化，不確実・多様な需要／トラ

ⓒ電子情報通信学会2017

通信ネットワークインフラを 
支える新ノードシステムの開発

キヤノン電子テクノロジー株式会社　鈴木滋彦　Shigehiko Suzuki
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ヒックに対する網の信頼性向上と網構築の経済化，
企業網に対する高速系のビジネスニーズの期待，国
際標準化が開始された将来の広帯域サービスへの対
応，などが次々に出てきており，既存の交換機の改
良だけでは到底解決できないと考えられ始めてい
た．更に，1988 年頃，新潟での重要故障を契機と
して，当時のディジタル交換機（D70，D60）には，
大規模な故障が多い，サービス機能を追加するため
のソフトウェア変更が大変だ，といった問題が表面
化してきてもいた．

	3. 	新ノードシステムプロジェクトの
誕生

前章で述べたような事業環境変化に対応するとと
もに，既存のD70，D60の現実の問題に加え，今後
の ISDN需要やネットワーク環境を考えると，容量・
機能面でも，①大容量化，② ISDN加入者収容数の
拡大，③アナログ／ ISDN加入者系の統合，④新同
期インタフェースの導入といった課題が多いことが
認識されてきた．これらに対して抜本的に対処する
ことは，D70，D60の改良では困難であり，新しい
アーキテクチャと新しいソフトウェア構造をベース
とした次期交換機の導入を目指すこととなり，次期
交換機導入までの間は，上記課題に対して必要な改
良を積極的に進めることとなり，1988 年 8月，課
題別に以下の三つのプロジェクトが発足した．
課題A： D70，D60 のソフトウェアの改良（主

管：ソフトウェア開発センター）
課題B： D70，D60 のハードウェアの改良（主

管：ネットワークシステム開発センター）
課題C： 次期交換機の開発（主管：交換システム

研究所）
これを受けて，交換システム研究所では1989 年

6月頃，戸田巌研究開発技術本部長（当時）を主査
とするプロジェクト技術会議の下に，池田博昌交換
システム研究所長（当時）をヘッドに青木利晴交換
方式研究部長（当時）が取りまとめ役となって，次
期ノードアドバンスプロジェクトを発足させた．そ
のプロジェクトは方式部会，ハード部会，ソフト部
会の三つの作業グループに分かれ，各部会が精力的
に検討を進め研究計画書を作り上げることになった．
ちなみに筆者は方式部会の主査とともに，プロジェ
クト全体の企画推進グループのリーダも務めた．
同年秋には次期ノードシステム研究計画書を取

りまとめ，いよいよ本格的に予算も付き組織的に動
き出すこととなったが，関連研究所は 7研究所，
関連研究計画書は 41 にも上り，文字どおりNTT
全研究所を挙げての大プロジェクトとなった．この
システムの呼び方が新ノードシステムと名称変更し
たのは，1994 年 2月に「マルチメディア時代に向
けてのNTTの基本構想および当面の具体的取り組
みについて」の発表が契機であり，それまでは，次
期ノードシステムと呼ばれ続けていた．
いずれにせよ，これで新ノードシステムの骨子が

固まり，新ノードシステムプロジェクトがスタート
した．

	4. 	新ノードシステムの狙いと	
新アーキテクチャ

研究から実用化，商用化と進んでいった新ノード
システムについて，その狙いとアーキテクチャ，主
な技術について，本章で触れておきたい．なお，新
ノードシステムについては，所内試験機（NSV2と
いうコードネームで呼ばれた試作機）の段階から最
終的な商用機の形態に至るまでには幾つかの見直し
はあったものの，その基本的な考え方は変わってい
ないので，ここでは商用機レベルの記述をすること
とする．

4.1　新ノードシステムの狙い　
新ノードシステムでは，従来のアーキテクチャの

問題点を踏まえ，以下の 5点を可能とするよう，
従来システムとは抜本的に異なるアーキテクチャを
指向した．
①  様々な要求条件に応じた柔軟なシステム構成
電話，N-ISDN（狭帯域 ISDN）から将来の

B-ISDN（広帯域 ISDN）／ ATM（Asynchronous 
Transfer Mode）までの多種多様なサービスの提供
並びに大容量化が可能なシステム構成．
②  キャリヤ・ベンダ・最新技術に対するオープ
ン性

ネットワークのオープン化，マルチベンダへの対
応，最新技術によるグレードアップを可能にするモ
ジュール化思想や標準インタフェースを随所に取り
入れること．
③  多様化するサービスの早期提供
多様な新サービスの早期導入やサービスのカス

タマイズ化を容易にすること．
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④  ソフトウェア生産性の向上
個別システムごとのソフトウェアから統一アー

キテクチャに基づくソフトウェア構造の実現．
⑤  オペレーションの高度化
やむを得ないもの以外の現地作業の全面的排除

及びオペレーションミスによる影響の極小化を目指
すこと．

4.2　新ノードシステムのアーキテクチャと主要な技術
これらの狙いを実現すべく開発された新ノード

システムについて，その特徴を以下に述べる．
（1）ネットワークアーキテクチャ
通信事業者が一般にネットワークと呼んでいるも

のは回線網であり，高速処理を必要とする伝達機能
を実現する伝達レイヤと，接続機能を高度化する
サービス制御機能やネットワーク管理機能等から成
る高機能レイヤに階層化される．これらのネットワー
クの階層化は，最新技術（高度 IN：Advanced 
Intelligent Network 技術等）を導入した新ノードシ
ステムで初めて実現された．これによって，両層の
独立な発展やネットワークのオープン化への対応を
可能とした（図1）．
（2）ハードウェアアーキテクチャ
ハードウェアは，ノード機能を整理・体系化した

機能集合体であるモジュールを構成単位とし，これ
らモジュールをノードへの要求条件に応じてビル
ディングブロック的に組み合わせるアーキテクチャ
を採用した．またモジュール内では，機能ブロック

（FB：Function Block）が機能拡充，高性能化の最
小単位となるように定め，機能の共通化とインタ
フェースの統一を図った．これにより回路の再利用
率を高め，システム開発の効率化や経済化が可能と
なった．
FB共通部はマイクロプロセッサを搭載し，これ

を制御するファームウェアをソフトウェア制御によ
り外部からダウンロードする構造となっている．こ
れにより，運用開始後においてもパッケージを取り
替えることなく，FB内のファームウェアを変更す
ることにより性能向上や機能拡充を実現可能とし
た （2）．また，FB内に自律診断機能，及び当該パッ
ケージの製造ベンダ名やファームウェア版数情報等
を格納する機構（ID-ROM）を設け，パッケージを
挿入したときに，自律診断機能に加えてパッケージ
の ID-ROM情報を自律的にチェックする仕組みと
した．これらにより信頼性・安全性・保守性向上を
実現した．FBの導入により，最新技術の導入，機
能拡充，高性能化などを容易にし，システム全体の
高寿命化を図っている．
通話路系については，ISDNサービスなどを提供

する STM（Synchronous Transfer Mode）スイッ
チとマルチメディアを実現するためのATMスイッ
チの両者を，一つのアーキテクチャで同様に扱うこ
ととした．これにより STMにも ATMにも容易に
対応可能とし，共通のアーキテクチャで必要な機能
ブロックを組み合わせて各種ノードシステムに展開
できる構成としている．これにより，STM，ATM，
パケット，フレームリレー，高度 INなどのノード
システムを短期間で実現した．
システムの本体については，処理能力向上等の技

術進歩が目覚ましいプロセッサに汎用プロセッサを
採用し，プロセッサ置換技術を実現したことで稼動
中のサービスを中断することなく常に必要な処理能
力を確保可能とするシステムとなり，これも方式寿
命を延ばすことに貢献している．
（3）ソフトウェアアーキテクチャ
新ノードシステムでは複数種のノードシステム

を短期間に並行開発することが要求され，それに
要するソフトウェアも膨大である．このソフトウェ
ア開発にあたっては，今後予想される各種マルチ
メディアサービスを持続的に実現していくための
ソフトウェア技術の確立や，大規模ソフトウェア
開発の効率化が必須であり，様々な新技術を実用
化した．
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レ
イ
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N

N
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図 1　ネットワークアーキテクチャ
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①  階層化ソフトウェア技術による共通プラット
ホームの実現

ソフトウェアは，マルチベンダ環境を考慮してプ
ロセッサアーキテクチャを吸収するとともに，プロ
セッサ置換の実現や通信プロトコル，システム管理
機能などの各機能の変更箇所の局在化などを目的
に，標準OSインタフェース IROS（Interface for 
Realtime Operating System） （3）に基づく階層化ソ
フトウェア構造を採用した．
すなわち，ソフトウェアを基本OS（オペレーティ

ングシステム）階層，拡張OS階層，リソース階層，
サービス階層の 4層に階層化し，その間のインタ
フェースを明確に規定することにより，機能追加及
び修正の局所化，ソフトウェア流用性の向上による
ソフトウェア開発の生産性向上を図った（図2）．
S1インタフェースは，ベンダ間のハードウェアの

差を隠蔽する標準インタフェースである．これによ
り，上位のソフトウェアは，マルチベンダ環境にお
いても，ベンダによらず同一とすることが可能となっ
た．また S2インタフェースは，通話路・信号装置
構成等のアーキテクチャ及びプロトコルを隠蔽し，
リソースを仮想化することにより，上位ソフトウェ
アの汎用性，サービスの機能追加性を高めている．
S1インタフェースとS2インタフェースとの間の

階層には，各種サービスを提供する際に共通的に用
いられる拡張OS階層並びにリソース階層を設けた．
新ノードシステムでは，先に述べたように複数シ

ステムを並行開発するため，各システムにおいて共

用度の高い下位 2層の拡張OSと基本OSを共通プ
ラットホームとして各システムに搭載させることと
し，ソフトウェア開発量を削減することでソフト
ウェア生産性を向上させることができた．この際，
共通プラットホームを流通させるためには，システ
ムごとの差異，例えばリソース容量や装置種別，あ
るいは装置が異なることによる初期設定順序の違い
などを吸収することが必要で，そのための技術も開
発したが，ここでは詳細になるため省略する．
この階層化構成により，PHS（Personal Handy-

phone System）や ISDNでの一つの機能追加を例
にとると，99％以上が S2より上位の機能追加のみ
で実現でき，新たなプロセッサへの対応では，基本
OS階層には 50％の改造を要したものの，S1 より
上位ではほとんど改造が必要でなかったことから，
階層化の効果が確認できた．
各種ノードシステムのソフトウェアは，S2 イン

タフェースより上のサービス階層に，PHS，ISDN，
ATM，高度 INなどの各アプリケーションを配備し
て実現する．更に拡張OS以下は全ノードシステム
共通化を実現した．共通プラットホームの共用効果
により，新ノード各システムごとにソフトウェアを
開発した場合に比べ，1/3 の開発量で済ますことが
できたことが実証された．
②  オブジェクト指向設計
ソフトウェアについては，生産性と保守性を高め

るためにオブジェクト指向設計を採用し，多様な通
信サービスアプリケーションプログラムを抽象的な

シナリオという形で記述することを実現
した．交換機を構成する各種リソース等
の構成要素とオブジェクトを対応させた
モジュール化手法を採用し，論理的に分
かりやすいプログラム構成とした（図
3） （4）．
各オブジェクトは，それ自身が状態を

持ち，外部からの指示により内部状態に
従った動作を行い，要求により割り当て
られたり，解放されたりする．各オブ
ジェクトは「クラス」と呼ばれ，データ
と手続きをカプセル化して構成され，オ
ブジェクト指向言語のクラス／インスタ
ンス，インヘリタンス機能等を用いた部
品化を行った（図 4）．
この部品化によって，各ノードシステ

ムのソフトウェアは，全体で約 45％の
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図 2　新ノードシステムソフトウェア構成
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規模削減が行われ，機能追加による周辺プログラム
への影響範囲は従来の場合の約 20％にとどまった．
プログラミング言語については，既存の交換機ソ

フトウェアが国際標準の CHILL（CCITT High 
Level programming Language）で作成されてき
ていたため，CHILL か C言語かで社内を二分する
議論があったが，汎用プロセッサの採用・置換の際
のコンパイラの整備，プログラミング技術者の確
保，市販ツールなどの開発環境などの観点から，最
終的にC/C++言語を採用することに決定した．こ
の判断は後に大きな意味を持つことになる．商用機
開発の過程で，事業サイドからの性能要求が高く
なった際に，別の高性能プロセッサに置き換える必
要が出たが，もしCHILL を採用していたら，コン
パイラから開発しなくてはならず，プロジェクトは
破綻していたかもしれない．
③  プラグイン技術
ノードシステムの高信頼化の一環として，運用中

のプログラムファイルを，サービスに影響すること

なく，部分変更する技術，「プラグイン」
を開発した （5）．これは，プログラマが
ソースレベル（C，C++）で修正，追加
したプログラムをノードシステム内でオ
ンラインリンケージできる機構を実現す
る技術である．
プラグインの主要な機構は，ノードシ

ステム内で修正された新プログラムのエ
リア管理を行うこと，新プログラムから
既存プログラムへの関数呼出しやデータ
アクセスに関するアドレス解決を行うこ
と，被置換プログラムの先頭に新プログ
ラムへのジャンプ文を埋め込むことであ
る．必要であれば新プログラムの初期設
定を行うためのトリガを掛けることも可
能であり，新規プログラムの追加が容易
になっている （6） ～ （8）．
この機構によって，従来の交換機での

パッチ作成・投入作業に比べて，およそ
30％弱の稼働を削減し，次バージョンの
ファイルへの盛り込み稼働も 50％削減
した．
　（4）オペレーションの高度化
新ノードシステムでは，従来現地の電

話局で必ず人が行っていた作業をなく
し，遠隔化を可能な限り促進するフィー

ルドアップグレード思想で設計している．具体的に
は，（2） で述べたように，遠隔からハードウェアの
リセットやファームウェアのダウンロードができる
機能などを盛り込み，現地に赴いてのパッケージ交
換作業を不要として保守運用コストの大幅削減をし
た．また，ソフトウェアに関しては （3） ③で述べ
たように，プラグイン機能の開発によりオンライン
中にソフトウェアの機能追加やバグ対処を行えるよ
うにした．これらが新ノードシステムのオペレー
ションの高度化に一役買っている．
新ノードシステムのオペレーションシステムで

は，設備データベースと連携することにより，オペ
レーション業務の効率化，信頼性の向上，保守性・
操作性の向上を図っている．ファイル更新業務，プ
ラグイン業務，ファームウェアダウンロード業務な
どは，設備データベースと連動した自動化システム
で実施できるため，保守稼働を大幅に削減できた．
更に，保守運用性を向上させた個別技術として，

下記があるが詳細は省略する．

サービスシナリオ処理/呼状態

オブジェクトとして実現

回線空塞状態

処理 i
処理 j

信号状態

処理 n
処理 m

サービスの進行管理

各種データ 信号制御

通
話
路

端
末
接
点

出
入
回
線

交換機能の論理モデル 各論理要素の構成

図 3　オブジェクト指向の適用
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回線（基底）
上位クラスの
機能を下位
クラスが継承手続き定義 コード部

データ構造の
定義

クラス定義の階層構造
（機能継承：インヘリタンス）

図 4　クラスとインスタンス，及び機能継承の概念
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①  パッケージ誤挿入防止機構
②  活線挿抜技術（ユニット電源をオフにせずに
パッケージの挿抜を可能とする） （9）

③  1 コール初期設定技術（従来の交換機では，あ
る呼で異常が発生し，システムを初期設定せ
ざるを得ない場合，従来は通話中の呼を救済
するフェーズ 1再開処理が起動されていたが，
新ノードシステムでは，当該呼のみの影響に
止める）

（5）高度 IN （10）， （11）

NTTは，1985 年に開始したフリーダイヤルサー
ビス実現にあたって，新サービス制御用の NSP
（Network Service Control Point） を 導 入 し，
1989 年 に は，NSSP（Network Service Support 
Point）を導入して，ユーザ自身によるサービスパ
ラメータの変更を可能にした．その後，ダイヤル
Q2，メンバーズネット，テレゴングなど，このシ
ステムを利用したサービスを次々に提供してきた．
しかし，このアーキテクチャでは，新サービス機能
の追加のためには伝達システム（従来の交換機）側
の変更も必要であり，またカスタマコントロール機
能やオペレーション機能の不足も見え始め，高度
INの導入が待たれていた （12）， （13）．
①  高度 INアーキテクチャ
高度 INでは，新サービス対応呼制御機能を高機

能層に配備することにより，伝達ノードへの機能追
加なしに新サービスを提供できる．伝達ノードは
サービスに寄らないモデル BCSM（Basic Call 
State Model）に仮想化されており，高機能ノード
と伝達ノード間はサービスによらないトリガ・指示
型のサービス制御が可能となる．
高度 IN のアーキテクチャは当時世界各国で研

究・開発が進められていたが，NTTは世界に先駆
けて国際標準で定められた能力セットを取り込んだ
システムを実用化した．
②  高度 INのソフトウェア構成
高度 IN で定義されたサービス制御ノードを

MHN-SCP（Multimedia Handling Node Service 
Control Point），サービス管理ノードを SMS
（Service Management System）と呼ぶ．MHN-
SCP ソフトウェア構成を図 5に示す．
MHN-SCP ソフトウェアの基本構成は新ノード

システムのアーキテクチャに従い，サービスに依存
しないサービス制御プラットホームを S2 インタ
フェース上に構築し，そのサービス制御プラット

ホーム上にサービス依存機能（SLP：Service 
Logic Program）を配備している．
SMSは，サービスオーダ処理，サービス運用情

報の取得加工処理といったサービス管理処理に関す
るサービス内容の追加変更に柔軟に対応するよう構
成される．
SMSは UNIX ベースの汎用コンピュータを利用

し，SPIRIT（Service  Providers’  Integrated 
Requirements  for  Information Technology） （14）

インタフェース上にサービスに依存しないサービス
管理プラットホームを構築し，サービス依存の処理
をMLP（Management Logic Program） （15）として
サービス管理プラットホーム上に配備した．
③  階層化サービス定義
高度 IN用ソフトウェアはプログラミングやサー

ビス仕様の知識を持たない一般のカスタマ自らが記
述できるレベル，詳細なサービス仕様の知識を持つ
サービス開発者レベル，またプログラミングスキル
とシステムの詳細な知識を持つシステム開発者レベ
ルに階層化している．
カスタマは自身のサービス条件である SLP（C）

を定義し，サービス開発者はサービス対応のネット
ワーク制御手順であるSLP（N）とサービス管理の
手順であるMLPを定義する．システム開発者はサー
ビスの呼制御で共通に用いられる駆動プログラムを
記述する．SLP，MLP は SCE（Service Creation 
Environment）と呼ばれる開発環境を利用してメッ
セージシーケンス図や SDL（Specification and 
Description Language）図のような図形式による仕
様入力だけで自動的に生成される．

SLPプロセッサ

S2

S1

SLP部品群

サービス制御プラットホーム

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョン

共通プラットホーム，リソース階層
（通信制御，DB制御）

基本OS(カーネル，IOCS)

サービス

SLP(C)
(カスタマ対応サービス条件)

SLP(N)
(ネットワーク制御手順)

・・・

カスタマ
サービス

DBアクセス処理

図 5　MHN-SCP ソフトウェア構成
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高度 INを適用することにより，サービス開発工
数を削減しつつ，より柔軟に，より早く，カスタマ
イズされた多様な新規サービスを提供できるように
なった．
具体的には，SCE の導入により，簡単な入力で

ソフトウェアの自動生成が可能となり，より一層の
開発工数の削減が図れ，プラットホーム導入の効果
と合わせて従来のサービス開発期間を大幅に削減で
きるようになった．
新ノードシステムは，適用領域に応じて，シリー

ズ化された名称で呼ばれる．頭に付くMHN は
Multimedia Handling Node の略で，その後に S
を付ければ回線交換（STM）ノード，Pを付けれ
ばパケットノード，Aを付ければATMノード，と
いうように区別される．今回開発した新ノードシス
テムのシリーズを下記に示す．
MHN-S（STM），MHN-P（パケット），
MHN-F（フレームリレー），MHN-A（ATM），
MHN-SCP（高度 INサービス制御）

	5. 事業導入に向けた道のり
研究所で新ノードシステムプロジェクトがス

タートしたことは 3. で述べたが，研究の進展を受
けて，1991 年 4月に岩崎昇三副社長（当時）を委
員長として次期ノード推進委員会が発足し，NTT
全社を巻き込みプロジェクトを推進することになっ
た．当時，次期ノードに対しては社内には賛成派，
反対派，懐疑派など異論が多数あり，研究所側から
の次期ノード開発状況，設備導入側からの導入条件
などを基に喧

けんけんがくがく

々諤々の議論を進めた．この間，研究
所では所内試験機の開発を進め，その結果，共通プ
ラットホーム上で実用機としての機能，性能を有す
る見通しが得られたことから，1992 年 12 月に実
用化判断（J判断）が行われた．ただ，この段階で
は，必ずしも事業導入の見通しは得られないが技術
としては進めるというもので，事業のサポートの確
約が得られない中，自分たちの取組みが正しいこと
を信じて苦しい開発業務がスタートした．
その後，宮津純一郎副社長（当時）に委員長が交

代した次期ノード推進委員会の議論を踏まえ，
1994 年 12 月，技術委員会において，ようやく商
用化判断（C/S 判断）がなされ，需要が急増してい
る PHS サービスは 15 か月前倒しして 1996 年 12
月に，ATMサービス（SVC 版：Switched Virtual 

Circuits）も 9 か月前倒しして 1997 年 6 月に，
ISDN，高度 INは 1997 年 12 月サービス開始に向
けて開発し，アナログ電話の機能は後回しにすると
いう決定がなされた．この決断にあたっては，部長
やリーダを前に条件を提示し，前倒しがどこまで可
能か，ネックは何か，どのように困難な問題を解決
するか，などについて連日議論を重ねた．「できる」
という直感はあったが，皆が同じように感じなけれ
ば，できるものもできなくなる．そのための議論で
あった．そして皆の気持ちが一つになり，プロジェ
クトは加速していった．
その間，1995 年 6月　文部省学術情報センター

のATM交換機導入の話が持ち上がった．それに応
えるとすれば 1996 年 12月を目標に公衆網用とし
て開発を進めていたMHN-A（PVC版：Permanent 
Virtual Circuit）を 3か月前倒しし，かつプライベー
ト用に改造を加える必要があり，かなりリスクの大
きい変更であった．しかし，これを成功させれば，
一気に 29ユニットの導入が実現し，新ノードシス
テムの実力を社内外にアピールできる絶好のチャン
スでもあった．これまで進めてきた成果に対する改
造量，研究所や関連ベンダの保有する開発能力など
を総合的に検証した結果，多少リスクはあるが，取
り組む価値は大いにあると判断し，最終的にゴーサ
インを出した．
NTTを取り巻く環境の変化をもろに受けて二転

三転する導入条件の中で，度重なる開発線表の見直
しがあり開発現場は苦労したが，更に加えて性能が
思ったように出ないことが判明しての急きょの設計
見直し・性能の高いプロセッサへの入れ替え等々，
様々なトラブルにも見舞われた．研究所長を引き継
いでから導入までの 3年間，研究員を前に，何度
も次の言葉を繰り返した．「もたれ合うな，仕事の
テリトリーを分けるな」「希望的観測と冷静な情勢
判断を混同するな」「トラブルは出るものと思え」
「最悪の事態に備えよ，事が起きるまでは悲観論者，
事が起きたら楽観論者たれ」「悪い報告は早くしろ，
良い報告はゆっくりでよい」「多分，こうだろう．
ここは担当でないからうまくいっているとしようは
だめだ．自分の目と耳で確かめろ」「“何もなかっ
た”のと“何もないようにした”のとでは大違い」
「危険な兆候を見逃すな」「目標に対しては頑固に，
手段に対しては柔軟に」……．これらは，その後の
筆者の経営者としてのリスクマネージメントの基本
を形作った．
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そして，いよいよサービス開始を迎えた，1996
年 12月 17日午前 2時，池袋局での新ノードシステ
ムによるPHSサービス開始の立ち上げ作業を開始
した直後から，移動しながら発呼，切断を繰り返す
多量のPHS端末からの異常トラヒックに見舞われ，
トラブルメッセージが武蔵野研究開発センター内の
コックピットにバタバタと大量に打ち出され始めた．
幸いに，4. で述べた1コール初期設定技術のおか
げでシステム全体の異常には結び付かずに済んだ
が，現場は一時大混乱となった．人がほとんどいな
いはずの深夜の池袋，明らかにアルバイトでも雇っ
て行われたのではないかと思われた妨害事件だった
が，結果的にシステムの早期安定化に貢献してくれ
ることになったと前向きに考えることにした．
交換機 1機種を開発するのにおよそ 1,500 億円

掛かると言われていた時代に，新ノードシステムプ
ロジェクトは 5機種もの交換機の並行開発であり，
この間の総研究開発費は約 1,800 億円となった．
ピーク時の開発要員がNTT と関連ベンダ併せて
3,000 人にも上った巨大プロジェクトは，1996 年
12 月に無事にサービスを開始し全国津々浦々に導
入され，現在もインターネットを含む全ての通信を
支える重要インフラとなっている．その累計導入台
数は回線交換，パケット交換，高度 INなど含める
とざっと見積もって 1万 7,000 台を超え，更に加
入者収容の遠隔設置ハードウェアユニット RSBM
（Remote Subscriber Module）が 2万 4,000 台ほ
どあり，正に日本の通信インフラとして貢献してき
たことを示している．

	6. おわりに
初期検討時期から数えるとサービス開始まで 8～

9年，3代の研究所長がそのプロジェクトに取り組
んだ．特に所内試験機の開発からその評価結果に基
づき事業サイドを巻き込みながら実用化（J）判断
まで持って行った石川宏所長の時代，その後，研究
所長を引き継いだ筆者の時代は，商用化（C/S）判
断に向けての商用機の開発と度重なる開発線表の見
直し，次々に発生するトラブル対処等々の日々で
あった．ピーク時 3,000 人のプロジェクトでいか
に情報共有を徹底し，意識統一を図るか，何が起き
ても揺らぐことなく新ノードシステムのコンセプト
をいかに徹底させるかなどのために，会議体系，開
発環境整備など工夫を凝らしプロジェクトマネージ

メントに全力を注いだ．
最終的に予定どおり無事にサービス開始を迎え

られたのは，ひとえに，開発に携わった研究所のメ
ンバー，関連ベンダの技術者の方々，それをトップ
としてバックアップしてくれた宮脇陞研究開発本部
長（当時）をはじめとする研究開発本部・各研究所
の幹部の方々，そして導入サイドで最初から強くサ
ポートしてくれた石原廣司設備企画部長（当時），
同部岡田邦明担当部長（当時）など設備企画部をは
じめとする関連部局の幹部・社員の方々のおかげで
ある．ここには名前を挙げられなかった方が数多く
いるが，改めて深甚なる謝意を表する．
この波乱万丈の新ノードシステムの開発に，初期

の検討段階からサービス開始までの 8年間，研究
室長として，研究部長として，そして研究所長とし
て一貫して携わってこられたことは，苦しいことは
数限りなくあったが，無事に成し遂げた後で振り返
るとつくづく幸運であったと思う．
この研究開発活動を通じて身に染みて感じてき

たことを，これからの若い研究者，技術者の皆さん
に伝えてこの開発物語を終えたいと思う．2008 年
の本誌の小特集「歴代通信ソサイエティ会長からの
メッセージ」の中で「フレッシュマンへの言葉」 （16）

として筆者が書いたことは正にその実感からのもの
であったので，ここにその一部を繰り返す．
“新しいことを提案すれば，反論が出たり周りか
ら攻撃されたり否定されたりするのは当たり前で，
逆にもし誰も反対しない，あるいは皆が賛成すると
したら，その提案は斬新なものではなかったと考え
た方がよいのかもしれない．
したがって，これからの皆さんに必要なのは以下

の四つだと思う．
　①  反論に立ち向かう勇気
　②  困難にめげない粘り強さ
　③  周りを説得する熱意
　④  周りの人の意見を聞く謙虚さ
人を説得するとき，自分の考えが正しいと思うな

ら，一度や二度，三度たたかれた程度でひるむよう
ではいけない．そのときに大事なのは，積み上げた
データとそれまでの実績，それから熱意である．誰
にも負けない思い入れをもって，粘り強く行動して
ほしい．失敗を恐れず，チャレンジしてもらいたい．
どんなことにぶつかっても逃げないことだ．逃げた
ら失敗もない代わりに，成功のチャンスもない．”
新ノードシステムは，昨年，関連ベンダからの最
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後のユニットが出荷され，今後の新たな増設はなく
なった．最初の議論が始まってからちょうど30年，
最初のユニットが導入されてから 20年の歳月が流
れた．ここから先は次の世代のノードシステムに順
次置き換えられていくことになり，新ノードシステ
ムはこれから時間を掛けてその使命を終えていくこ
とになるであろう．次世代のシステム，次々世代の
システムに携わる若い研究者，技術者の皆さんへの
期待を込めて筆を置くこととする．
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2017年ソサイエティ大会の開催地から
── 東京都市大学の創立逸話 ──

田口　亮（東京都市大学）

2017 年のソサイエティ大会は東京都市大学・世田谷キャ

ンパスで開催されます．実は，記録上は 2011 年 3 月

に同会場で総合大会が開催されたことになっています．その折

は，皆様も知るように，大会開催直前の 3 月 11 日に発生した

東日本大震災の影響により大会の中止を余儀なくされ「幻の開

催」となった経緯がございます．このような因縁もございます

が，実行委員会としては新たな気持ちでソサイエティ大会の成

功に向けてしっかりと運営していく所存です．

さて，このような原稿を書かせて頂ける機会を頂戴致しま

したので，東京都市大学（正確には前身の武蔵工業大学）の

創立にまつわる逸話を披露させて頂こうかと存じます．

東京都市大学は学校法人五島育英会に属する大学であり，

五島育英会には，本学以外に，3 高等学校，2 中学校，1 小

学校，1 幼稚園が属し「東京都市大学グループ」を形成して

おります．五島育英会は 1955 年 6 月に東急グループの礎

を築いた五島慶太を初代理事長として，武蔵工業大学と東横

学園女子短期大学を頂点校として設立された学校法人です．

2001 年 4 月に武蔵工業大学と東横学園女子短期大学を統合

することで，6 学部 18 学科を擁する総合大学である，東京

都市大学が誕生しました．東急線を中心とした電車の窓上広

告の右上隅の部分に「美しい時代へ―東急グループ」と記さ

れていることもあり，東京都市大学は，今では，東急グルー

プ傘下の大学である印象が強くなってきましたが，本学の前

身の武蔵工業大学の創立は 1929 年であり，五島育英会に属

する約 25 年前に既に創立されていたことになります．

これからが，東京都市大学（正確には前身の武蔵工業大学）

の創立にまつわる逸話です．1927 年に創立された東京高等

工商学校で勉学に励んでいた生徒たちが学校側に対して授業

の充実など幾つかの改善要求を出して同盟休校に入りまし

た．しかしながら，学校側は，その要求を受け入れないばか

りか，約 10 名の責任者を放校処分としました．やむなく多

数の一般生徒も退学することになります．当時のリーダーた

ち（宮尾薫，柳田次郎，佐藤康実ら）は，多くの向学心に燃

えた仲間の新たな就学先を作るために奔走しました．リー

ダーたちは東京高等工商学校で非常勤講師を務めていた，当

時，慶應義塾大学法学部教授の及川恒忠に「自分たちが安心

して勉学できる学び舎を新たに造りたい」と訴えました．理

想家肌の純な人柄であった及川は，親友で昭和工船漁業（株）

代表取締役の西村有作に協力を求め，設立資金を工面しても

らいます．更に，慶應出身の実業家，手塚猛昌・東洋印刷（株）

社長も加わり，東京府知事の認可だけで設立できる各種学校

として設立申請を行い，1929 年 9 月に武蔵高等工科学校の

創立に至りました．建学の精神は「公正・自由・自治」であ

り，独立自主の思いあふれる学生たちの思いを示しています．

国公立大学と比較して私立大学は，明確な建学の精神・理

念に基づき設立されてきていて，多様性に富んだ個性豊かな

人材と知的価値とを社会に提供してきたと思われます．そん

な私立大学においても，多くの場合は英雄的な創設者が自ら

の教育的理想を唱えて大学創設を図っています．本学のよう

な“工業教育の理想”を求める学生たちが中心となって創設

された大学をほかには知りません．そのような大学で今年の

ソサイエティ大会が開催されます．

ソサイエティ大会の会場となる世田谷キャンパスの 3 号

館・エントランスに「歴史展示コーナー」がございます．本

学の歴史が分かる資料が展示されています．大会の講演，聴

講の合間に，御覧頂ければ幸いです．

電 子 情 報 通 信 学 会

1929 年の創設当時の校舎

ⓒ電子情報通信学会2017
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	1	 コンテスト対象作品
知的環境とセンサネットワークに関連したアプリケーショ

ンであればハード・ソフトの別は問いません．スマートフォ
ンアプリも対象とします．様々な分野における知的環境の利
用など，ネットワーク技術にとらわれない作品も広く募集致
します．

作品例
¾¾プライベート（個人）環境の知的化
・  これまでにセンシングされていない事象（個人活

動・屋内活動）のセンシング手法の提案（ハード
ウェア and/or ソフトウェア）

・  個人活動・家族活動をより効率良く・楽しくする知
的環境アプリケーションの提案

¾¾パブリック（社会）環境の知的化
・  これまでにセンシングされてない事象（社会問題等）

のセンシング手法の提案（ハードウェア and/or ソ
フトウェア，ビッグデータ解析による行動分析等）

・  集団の行動，社会を変容可能なアイデア（社会全体
としてごみ量排出を抑える・電力使用量を抑える画
期的なアイデアなど）

	2	 作品評価ポイント
（全ての点で優れていなくても，ある点において非常に優

れていれば高く評価します）
¾革新性：これまでになかったような画期的アイデアであるか
¾独創性：夢のあるアイデアかどうか
¾技術性・有用性：科学技術上における進歩への貢献

	3	 コンテスト形式
提出書類及び作品（もしあれば）による選考の後，入賞者

を決定します．ハードウェア・ソフトウェア作品の場合，映
像での提出も歓迎します．

	4	 締切
書類及び作品提出
2017 年 11 月 15 日（水）必着

	5	 応募資格
年齢，職業，会員・非会員の別は問いません．ただし日本

在住の方に限ります．

	6	 応募方法
以下の情報を記載した書類を添付ファイル付きメールでお

送り下さい．書式はワードファイル，パワーポイントファイ
ル等自由です．添付ファイルサイズが大きい場合は，書類が
ダウンロード可能な URL を記載下さい．
¾応募者の所属，氏名
¾作品の名称，機能
¾アピールポイント（写真や動画像を含めても構いません）
¾ソフトウェア作品提出の場合には動作環境等

提出先
メール：asn-sec@mail.ieice.org

応募された作品の著作権等の権利は全て応募者に帰属しま
すが，表彰や開催報告にて情報公開がなされることを御了承
下さい．応募作品の審査・表彰・報告以外での使用は行いま
せん．ソフトウェア作品に関しては審査用途以外の複製は致
しません．また審査後は責任をもって全て消去致します．

	7	 入賞
最優秀賞及び各部門賞を入賞者として表彰し，賞状及び賞

金を授与します．また入賞作品については 2018 年 1 月に開
催される ASN 研究会技術展示セッションでの紹介及び表彰
式を予定しています．
¾最　¾優　¾秀　¾賞：表彰状，賞金2万円
¾イノベーション賞：表彰状，賞金1万円
¾ド リ ー ム 賞：¾表彰状，賞金1万円
¾テ¾ク¾ニ¾カ¾ル¾賞：¾表彰状，賞金1万円

昨年の受賞作品
¾最　¾優　¾秀　¾賞：Pack-Logger（筑波大）
¾イノベーション賞：歯の健康診断ツール（九大大学院）
¾ド リ ー ム 賞：¾¾全天球映像をVRで観るクラウド型マ

ルチデバイスモニタリングシステム
（信州大）

	8	 問合せ
 ASN 研究会 アプリケーションアイデアコンテスト事務局 
asn-sec@mail.ieice.org
 最新情報は ASN 研究会 Web サイト http://www.ieice.
org/~asn/ を参照．

知的環境とセンサネットワーク （ASN） 研究会

知的環境とセンサネットワーク（ASN：Ambient¾ Intelligence¾and¾Sensor¾Networks）研究会は，センサネットワーク
により得られたデータを処理・解析して，人及びその集団から成る社会の活動を拡張・強化あるいは補完・補助する，知的
環境の発展を目指しています．そのためには知的環境技術を高めることはもちろん，ほかの産業との複合領域の研究を推進
することが重要です．そこでこの領域の更なる活性化を目的とし，このたび知的環境とセンサネットワークに関するアプリ
ケーションコンテストを実施します．

知的環境アプリケーション
アイデアコンテスト
〜募集要項〜



1 	はじめに
「東京スカイツリータウン ®キャンパス」は，千葉工
業大学の研究活動を通じて生まれた先端技術を応用した
体感型エンターテイメントキャンパスです．キャンパス
といっても，机と椅子があって学生が勉強するところで
はなく，意匠を凝らした展示空間として，科学技術に親
しんで頂こうと開設された科学館です．

2 	ソラマチ 8階
図 1にあるエスカレータで 8階フロアへ上がってく

ると，ロボットがデザインされた独特の壁が迎えてくれ
ます．ワンフロア全てを使った最先端の科学技術体験
ゾーンになっています．ロボット技術をテーマにした
Area Ⅰと，宇宙をテーマにしたArea Ⅱとに分かれて
います．

3 	Area	Ⅰ：ロボット技術ゾーン
千葉工業大学におけるロボット技術を体験できるエ

リアです．

3.1　超巨大ロボティックスクリーン
Area Ⅰを入って，エスカレータ脇にあった壁の裏側

は，図 2にある大迫力の巨大画面となっています．未
来ロボット技術研究センター（fuRo: フューロ）のロ
ボットたちが，設計図面を基に再現されます．iPad を
使って，設計図を呼出したり，ロボットの裏側や細かい
機構を拡大したりすることもできます．スクリーンを
黙々と右から左へ向かって歩いていくシーンが何とも言
えない迫力を醸し出します．

3.2　レスキューロボット
千葉工業大学が開発した新型の原発災害対応ロボッ

ト「櫻壱號（サクライチゴウ）」「Quince（クインス）
（図 3）」のプロトタイプがあります．福島第一原発の現
場にあった同サイズの階段が再現され，ゲームコント
ローラで実際に操縦できます．階段の昇降や回転など滑
らかに操作できることに驚きます．耐放射線性・耐熱
性・耐衝撃性・60度を超える登坂性能の搭載はもちろ
んですが，現地作業員とやり取りを重ね，一番操縦しや
すいという意見から採用されたゲームコントローラの操
作性にも納得です．個人的には，「Quince」の映像を中
継するために，何体ものロボットが投入されたというこ
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図 1　ソラマチ 8階エスカレータ脇の壁 図 2　超巨大ロボティックスクリーン

鎌倉浩嗣　Koji Kamakura　 千葉工業大学

千葉工業大学 東京スカイツリー
タウンキャンパス体験記

科学館・博物館めぐり



とにも思いをはせてほしいです．

3.3　ON THE FLY PAPER（図 4）
普通の紙に見えるシートを机に置くと，たちまち文字

や映像が浮かび上がります．しかも，シート上をスワイ
プしたりドラッグしたりと，iPad を操作しているよう
な感覚です．もちろん，魔法ではなく，プロジェクショ
ンマッピングを用いた科学技術によるものです．高速に
スムーズに正確に再現されていて，独特の空間演出を体
験することができます．

3.4　Hallucigenia01（ハルキゲニア 01）（図 5）
Hallucigenia01は，1/5 スケールの実験試作車です．

全 32個のモータを搭載する多関節ロボットで，その場
で回転や，8輪全てを真横に向けた横走行ができます．
全関節をリアルタイムで制御して，車体を水平に保った
まま登坂や段差越えなどの高度な機動性能を発揮します．

4 	Area	II：惑星探査ゾーン

千葉工業大学における惑星探査技術に触れることが
できるエリアです．

4.1　300 インチ 3D 宇宙シアター（図 6）
3D眼鏡を掛けて，ダイナミックな 3D映像と 5.1ch

サラウンドにより宇宙誕生からの 138 億年間を鑑賞で
きます．

4.2　太陽系グランドツアー（図 7）
120 インチの惑星ガイドで太陽系の旅に出ます．自

分の生まれた日の太陽系の惑星配置などをすぐに計算
し，スクリーンに表示してくれます．

4.3　ムーンウォーカー（図 8）
月探査機「かぐや」の撮影した高解像度の月面映像が

壁と床に映し出され，その上を歩けば，月面を歩いたか
のような写真を撮ることができます．月面のクレータ，
山，谷も臨場感ある実画像で，本格的なムーンウォーク
気分が味わえます．

4.4　Meteor Camera（メテオカメラ）
千葉工業大学惑星探査研究センター（PERC：パーク）

が，国際宇宙ステーション（ISS）から超高感度CMOS
カラーハイビジョンカメラにより流星（メテオ）の長期
観測を行う「メテオ」プロジェクトの実映像を見ること
ができます．2012 年から進められてきたこのプロジェ
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図 3　Quince（クインス） 図 4　ON THE FLY PAPER

図 7　太陽系グランドツアー

図 8　ムーンウォーカー

図5　Hallucigenia01（ハルキゲニア01）

図 6　300 インチ３D宇宙シアター



クトは，宇宙から流星を長期観測するという世界初の試
みです．2回の打上げ失敗に見舞われ大きく報道されま
したが，3度目の打上げで成功し，実際に ISS から送ら
れてくる流星の映像を見ることができます．

4.5　実物大マクロス F「バルキリー VF-25F」（図 9）
バルキリーとはアニメ「マクロス」シリーズに登場す

る変形ロボットの総称です．ロボットの研究所でそのバ
ルキリーを整備している様子が何と実物大で再現されて
います．しかも展示スペース全体を，マクロスの製作ス
タッフがアートディレクタを担当しデザインしていま
す．宇宙やロボットへの興味がある方だけでなく世界中
のマクロスファンにも人気のスポットです．

4.6　壁面グラフィックス
Area Ⅱを取り囲む壁面は，地球や人間が，宇宙の誕

生とともにまき散らされ，再集合した元素により構成さ
れていることを表現するため，人間を構成している分子
の化学式を使用したデザインになっています．

5 	最後に
東京スカイツリーの商業エリア「ソラ

マチ」8階にあるキャンパスです．体験
感の高い千葉工業大学ならではの技術展
示となっています．メテオカメラの展示
ブースは，取材時（2016 年 11 月）に
は実画像が見られるだけでしたが，読者
の皆様が来校

4 4

されるときは，ISS の窓か
ら実際に観測しているような臨場感で見
られる体験ブースにリニューアルされて
いることと思います．更には，fuRo，
PERC に続き 3番目にできた「人工知
能・ソフトウェア技術研究センター

（STAIR：ステア）」の展示ブースも 2017年 4月に増設
されました．大人は，そこにある科学技術に思いをは
せ，子供は，素朴に科学技術に親しんでもらう，そんな
無料体験入学は，いかがでしょうか？

　謝辞　本稿執筆にあたり，多大な協力を賜りました千
葉工業大学入試広報課をはじめとする関係者の皆様に御
礼申し上げます．

Access
「千葉工業大学  東京スカイツリータウン ® キャンパス」

開設時間： 10:30 ～ 18:00
所 在 地： 東京都墨田区押上 1-1-2
　　　　　東京スカイツリータウン　ソラマチ 8階
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.it-chiba.ac.jp/skytree/
電　　話：03-6658-5888
入 場 料：無料

鎌倉浩嗣 （正員）
 1997 慶大・理工・電気卒．2002同大
学院博士課程了．同年，千葉大・工・
電子機械工・助手．2006千葉工大・情
報工・講師．2016千葉工大・情報工・
教授，現在に至る．この間可視光通信
の研究に従事．2014～2016 本会東京
支部代議員．2016 本会通信ソサイエ
ティ執行委員会・会員事業企画幹事．
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図 9　実物大バルキリー
（© 2007 BW/MFP・MBS）

図 10　Area Ⅱのデザイン壁



1  はじめに
ネパールに生まれ育った後，日本に住み始めて 13 年

になります．最初の 3 年間は博士課程，その後の 10 年
間は情報通信研究機構（NICT）の研究員として過ごし
ました．筆者は家族との生活や仲間とのお付き合いはも
ちろんのこと，研究生活も楽しんでいます（図 1）．筆
者の研究生活について語る前に，まず日本との関わりに
ついて述べたいと思います．

2  日本の印象
筆者は小さい頃から日本について，昇る太陽の国，規

律正しく，完璧な時間管理の国として，また製造業の国
として耳にしてきました．例えばパナソニックのラジ
オ，セイコーの腕時計といった製品は筆者の周辺で高く
賞賛されてきました．

それ以来，日本を訪れて見聞きしたいという思いは深
くなりました．その後高校を卒業し首都カトマンズに来た
ときに，日本からの観光客をよく目にするようになりまし
た．彼らはツアーガイドに引率されてグループで有名な
モニュメントを観光していました．筆者は更に日本につい
て知りたいという欲求が強くなってきました．そして学部
生のときに，屋上に設置されるテレビアンテナ（八木・
宇田アンテナとして知られています）が東北大学の宇田
新太郎と八木秀次によって発明されたと知り，日本の大
学で教育を受け研究を知りたいと思うようになりました．

その後，韓国のソウル国立大学で修士課程を過ごして
いる際に，国立情報学研究所（NII）の教授が筆者らの
研究室を訪れ，所属組織と研究内容についてプレゼン
テーションしました．紹介してくれた内容は人工知能，
ロボティクス，言語処理，マルチメディア通信，無線，
光ネットワーク，コンピュータグラフィックスと，情報
処理分野の多岐にわたりました．彼はまた，NII におけ
る，博士課程学生の奨学制度についても紹介してくれま
した．筆者はその制度に基づいて博士課程に応募し，採
択され，日本での生活を始めることができました．

3  日本での学生生活
このようにして NII で日本での生活を始めることができ

ました．NII は海外からの学生に対し，友好的で楽しく過
ごせる環境を提供してくれました．授業や研究のミーティ
ング，セミナーを含めコミュニケーションは英語が使われ
ます．更に海外学生に対する日本語の授業も用意され，
そこで筆者はひらがなから始め，数か月で，ある程度の
会話に習熟することができました．NII は博士課程として
は通常の大学と異なる環境を提供しています．博士学生
より多くの教授と研究者が最先端の技術に関して研究し
ています．学生には大部屋の中で，パーティションで区切
られた個別のスペースと机が与えられます．したがって毎
日筆者らは教授，研究者や同僚との交流の機会がありま
す．それは自身の研究だけではなく，様々な分野に及びま
す．筆者は 3 年間で全ての課程を取り，学術論文を投稿
し，博士論文を書き，博士（情報学）を取得しました．

4  電子情報通信学会との関わり
博士課程で，指導教官の山田茂樹教授と上岡英史教授

から電子情報通信学会への参加を勧められました．筆者
は博士 1 年目で学生員となり，博士 2 年目のとき，京
都で開催されたモバイルマルチメディア（MoMuc）研
究会で初めての研究発表を行いました．それ以来，様々
な研究会で研究成果を発表し，最近では電子情報通信学
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図 1　国際会議で研究論文を発表



会論文誌の編集委員とネットワークシステム研究専門委
員会の専門委員となっています．

5  日本での研究者としての生活
ここで，筆者の研究について述べたいと思います．博

士号を取得した後，筆者は NICT でポスドク研究員とし
て新世代ネットワークに関する研究を始めました．ちょ
うどそのとき NICT では東京大学青山教授が率いる
AKARI プロジェクトがスタートしたところでした．同プ
ロジェクトは NICT や東京大学，慶應義塾大学，大阪大
学，東京工業大学など様々な大学の研究員が参画してい
ました．当初このプロジェクトは平原正樹博士，続いて
原井洋明博士がマネジメントし，新世代ネットワークの
アーキテクチャと技術を白紙の状態（clean slate）から
デザインしようという試みでした．ナンバリングとアド
レッシング，ID/Locator 分離，ネットワーク仮想化，セ
キュリティバイデザイン，光パスパケット統合などが対
象でした．筆者は ID/Locator 分離ネットワークの研究を
担 当 し，HIMALIS（Heterogeneity Inclusion and 
Mobility Adaptation through Locator ID Separation）
という新アーキテクチャ及び関連プロトコルをデザイン
しました．このネットワークの目的は主に以下の三点で
す：①コンピュータ，電話，センサアクチュエータなど
の異なる種類のユーザ端末やエンドデバイスを組み込み，
それらの能力に適した異なるネットワークプロトコルを
利用可能とすること，②ネットワークレイヤでのネイティ
ブなモビリティサポート，③ネットワークのアクセス管
理，認証，セキュアな通信を提供する，ビルドインされ
たセキュリティ機能．筆者は研究成果について論文を投
稿し，国際会議や標準化の場でプレゼンテーションしま
した．結果的に，この異なるネットワークコンポーネント
間の通信を可能とする，データパケットのヘッダに埋め
込まれたネットワークレイヤのプロトコル情報を使った
翻訳と，持続的 ID と可変 locator 間の動的なマッピング
というメカニズムは ITU-T 勧告として標準化されました．

NICT に就職して数年後，筆者は公募を経てパーマネ
ント職に就きました．現在筆者は主任研究員としてネッ
トワーク自動化技術の研究開発に携わっています．これ
は IoT アプリケーションの様々な QoS 要求に従い，オ
ンデマンドに仮想ネットワークの構築や制御を可能とす
るものです．同時に筆者は電気通信大学の客員准教授と
して，博士課程学生の指導と将来ネットワークアーキテ
クチャの講義を受け持っています．また，ITU-T SG13
のラポータとして，新しいネットワーク技術の標準化に
参画しています（図 2）．

6  おわりに
最後に，日本における情報通信の研究者としての成功

体験を述べたいと思います．もちろん筆者が代表的な研
究者だというつもりはありませんが，筆者は日本で研究
と教育を楽しめていることは間違いありません．筆者の
経験では日本で研究者として成功するには幾つかのキー
となる能力が必要と思います．最初の能力は指導教員や
教授とプロフェッショナルで親密な関係を築く能力で
す．日本社会では，個人の能力や単独の行動より，集団
での信頼関係や協力的関係を重視していると思います．
したがって指導教員や教授からの良い推薦は良いポスト
や昇格に必須であると思います．2 番目の能力は新しい
技術に必要な重要な研究テーマを選択し，追い求める能
力です．これはここ数年で更に重要となってきており，
自身の研究の重要性を他人に理解してもらうためにも必
要です．3 番目の能力は自分の研究分野と関連する異な
る分野の最新の知見に興味を持つことです．今抱えてい
る問題を解くのに必要な様々な手法を試すことに前向き
でないといけません．4 番目の能力は，外部と交流し，
様々なコミュニティと関わり貢献する能力です．これは
最新の研究情報が得られるだけでなく，同僚があなた自
身やあなたの研究をよく知る手助けにもなります．

最後に筆者はソウル国立大学での指導教官である
Yanghee Choi 教授の言葉を共有したいと思います：研
究者として成功するためには研究と教育，発表，職業的
な社交の三つのバランスを取る必要があります．これは
自分の研究と教育に没頭し，自身の研究を発表し他人に
知ってもらうとともに他人の研究を理解し，職業的・
ソーシャルなネットワークを構築することです．

ベド カフレ  （正員）
 パンジャブ大卒，ソウル国立大校修士
課程了，総研大博士課程了．博士（情
報学）．現在，国立研究開発法人情報通
信研究機構（NICT）主任研究員，電通
大客員准教授．2014 から ITU-T SG13
ラポータ．新世代ネットワークアーキテ
クチャ，特に名前解決とアドレッシン
グ，M2M 通信，IoT，プライバシーと
セキュリティに関する研究に従 事．
2009 日本 ITU 協会国際活動奨励賞，
2017 同 協 会 功 績 賞 受 賞，2009，2014 ITU Kaleidoscope 
Academic Conferences 優秀論文賞各受賞．IEEE シニア会員．

図 2　 ITU テレコム・ワールド 2015（ブダペスト）で研究
成果を展示
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 1. はじめに
このたび，本欄に若手研究者の皆様へのメッセー

ジとなるような寄稿をとの話を頂戴した．光栄なこ
ととはいえ，エリート研究者でもない自分がその適
任者であろうかと悩んだ．しかし逆に，NHK地方
放送局の現場技術要員であった筆者が，なぜ研究の
世界に迷い込んだのか，また，どのような時代背景
や自身の心理状態の中からHARP（ハープ）と呼
ばれる超高感度撮像管の発明に至る a-Se（アモル
ファスセレン）光導電ターゲット（光電変換膜）の
感度増加現象を発見したのかなどの泥臭い話から，
若手の皆様の励ましになるような何かを感じ取って
もらえればと思い，恥を忍んで執筆をお受けするこ
とにした．
お伝えしたいことの一部を先に言わせて頂くと，

人は人としての素直さが大切であるにしても，研究
面では徹底した反骨精神を心の中に常に忍ばせてお
いてほしいということである．「研究テーマが時流
に乗っていない」とか，「そんなことはできるはず
がない」とほかから非難されても，自ら強く信ずる
ところがあれば，その非難を自身のパワーに変え，
勇気を持って研究に果敢に挑戦して頂きたい．その
ような生き方は自らを崖っ淵に追い込むことにもな
り，苦しむことがあるかもしれない．しかし，崖っ
淵に立つことで研究者，技術者に大事なセレンディ

ピティ（serendipity）が高まり，思ってもみなかっ
た自身の能力が発揮され，自分の仕事が学理や技術
等で社会に大きく貢献する展開となる可能性がある
と，以下に述べる筆者の経験から感じているためで
ある．

  2.  生い立ちと 
地方放送局での仕事

1948 年に高知市で生まれた筆者は，1966 年，
高知工業高校卒業後にNHKに入局し，高知放送局
で番組送出，番組制作，送信などの技術業務に従事
していた．高卒で就職したのは，10歳のときに父
親に死なれ，母子家庭となっていたためである．進
学してもっと勉強したかったとの思いは当然あっ
た．それでも 1964 年の高校 2年生のときに見た東
京オリンピックのテレビ放送で，NHKが開発した
スローモーションVTRや接話マイクロホンなどの
新技術に感動したことから，地方局とはいえその
NHKで仕事ができることは大きな喜びであり，日々
の仕事に満足していた．マスタモニタをずっと眺め
ていなければならない退屈と思われるような図 1
に示す当時の番組送出監視業務でも，いろいろと得
るものがあった．例えばカメラ機種による雑音や残
像の僅かな見え方の違いに気付く能力がいつの間に
か身に付いた．またテレビカメラマンの業務では，

ニューヨーク州立ストーニーブルック大学�
医学部研究教授�
谷岡健吉

 Kenkichi Tanioka

超高感度
HARP撮像管の
発明と今思うこと

谷岡健吉  
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術研究所に転じ，撮像デバイス用のアモルファスセレン系光導電膜の開発研究に従
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撮像デバイスに関する高度な専門知識があったわけ
ではないが，夜間の台風中継などの現場で，なぜテ
レビカメラの感度は肉眼に比べてこんなに低いのだ
ろうかなどと考え込んだりした．10年近くにわた
るこのような様々な現場の体験は，その後のNHK
放送技術研究所（技研）での HARP（High-gain 
Avalanche Rushing amorphous Photoconductor）
撮像管発明の基となる a-Se 光導電ターゲットのア
バランシ増倍（電子なだれ増倍）による感度増加現
象の発見や，超高感度HARP 撮像管カメラの実用
化研究に役立ったと思っている．

 3. 国内留学による意識の変化
入局後 5年が経過した頃，NHK内に高卒技術者

を対象とした国内留学制度ができた．これに応募，
合格して 1971 年の 4月から早稲田大学と技研の双
方に 1年間通うことになった．技研では研究実習
のテーマとして，光導電型撮像管の研究を選んだ．
決して積極的な選択ではなかった．当時は地方局の
放送設備のカラー化が進められている時期であった
ことから，それに関係する研究テーマを選ぼうと
思っていた．しかしほかの留学生も同様の考えで，
そのテーマの競争倍率が高いことに気付いた．この
ため，結局，子供の頃から父親に死なれるなどで運
の悪さを常に自覚していた自分は，最も人気がない
と思われるデバイス系の研究を第一志望として提出
したのであった．ところがこのような後ろ向きの選
択が自分の技術者人生を予想だにしない方向に大き
く変えてゆくことになるのである．
技研での指導上司は，後にサチコンという撮像

管 （1）の研究開発でツヴォルキン賞を受賞されるこ
とになる後藤直宏主任研究員（当時）であった．筆
者に与えられた研究実習の内容は，注入型と呼ばれ
る撮像管の光導電ターゲットの測定評価であった．
この撮像管は，図 2に示すように外部電極から電
子ビームを介してのターゲットへの電荷注入で，

フォトトランジスタのような増幅作用を生じさせて
高い感度を得るものである．同図では入射光で生成
された正孔 1個に対して n個の電子が注入され，n

＋ 1個目の電子がその正孔と再結合する状態を示
していることから，この場合の増幅利得は n＋ 1
となる．留学早々に後藤主研のマンツーマンによる
指導が始まったが，ターゲットに用いる a-Se 半導
体の基礎知識もなかった筆者には，その中の電子，
正孔の振舞いなどを理解するのが大変であった．そ
れでも 3か月くらいたつと少しずつ分かるように
なり，この注入型の実験に強い興味が湧くように
なった．その頃の撮像管実験室を図 3に示す．時
はあっという間に過ぎたが，それでも留学の終わる
翌年の 3月には 6～7倍の増幅度の高感度ターゲッ
トの試作までたどり着き，夜間撮影実験を行うとと
もに報告書をまとめた．実はこの注入型のターゲッ
トは，原理的に残像が増幅度に比例して大きくなる
ことや，入射光子から電子への変換の効率（量子効
率）が悪いなどの問題があったため実用化はできな
かったが，このときの注入型ターゲットへの取組み
経験がなかったならば，その 14年後のHARP撮像
管の発明はあり得なかったと断言できる．
1年間の留学を終えて元の高知放送局の職場に復

帰したが，自分に何か変化が生じていると感じた．
留学前は，NHKの本部から送られてくる専門技術

再結合

入射光
（光子）

電子

正孔

電子注入・再結合層

透明信号電極フェースプレート

光電変換膜

個
個目の電子

走査電子ビーム

ブロッキング補助層

陰
極

ビーム走査側

図 2　注入型ターゲット撮像管の動作原理
図 1　NHK 高知放送局での番組送出監視業務

図 3　技研の撮像管実験室（1971 年国内留学時）
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の指導書は，東京の技術部門の中枢にいる人たちに
よって作成されたものであることから，そこに書か
れていることは全て絶対正しいと頭から信じ込んで
いた．ところが技研で専門的な勉強を少ししたため
か，それらの中には必ずしも十分に解明されておら
ず取り組むべき課題が多々あることに気付くように
なっていたのであった．また，仕事を 1年間休み，
大学と技研で勉強をさせてもらったからには，その
成果を少しでも現場の仕事に役立てなければとの気
持ちも生じていた．このため日々の業務の合間を
縫って，スタジオのプランビコンカメラや，フィル
ム送像装置のビジコンカメラの残像特性等の改善に
取り組み，NHK四国管内の技術報告会などで発表
を行っていた．

  4.  研究所への転勤を 
決意させたある出来事

1974 年，ビジコンカメラの残像特性改善 （2）への
取組みが評価され，それをNHK本部で開催される
全国技術報告会で発表するために上京した．その折，
挨拶に技研の後藤主研を訪れた．近況報告の後に連
れられて行った技研の近くのすし屋で，後藤主研か
ら，「本気で勉強する気があるなら研究所に呼んで
やるよ」と言われた．以前からその可能性は匂わさ
れていたが，面と向かった状態でそのように誘われ
たことを大変うれしく思った．しかし果たして自分
の実力で，技研で仕事としての研究ができるだろう
かという不安が一瞬頭をよぎったが，それでも妙な
ことから，何とかなるのではないかという自信をそ
の直前に得ていたのであった．
それには，このすし屋に入ったときからのことを

改めて説明しなければならない．店に入ると，そこ
のテーブル席に技研の有名なカメラの研究者である
A氏が赤ら顔で入り口に向かって座っていた．A氏
は筆者の顔を見るなり，ニヤッとしながら右手の人
差し指を自身の口に当て，次にそれを眉の所まで動
かすというしぐさを数回繰り返したのである．筆者
はその意味を瞬間に悟った．報告会予稿集に載って
いるビジコン撮像管へのバイアスライト法の導入で
は残像が改善されるはずがない，眉唾物と言われて
いるのである．権威者のA氏に突然そのようにさ
れたことには大きな衝撃を受けた．
バイアスライト法とは，撮像管のターゲットに被

写体からの光とは別に常に一定量の光を入れておく
ことで残像現象の低減効果を得るものである．当時
の常識では，バイアスライト法は，ターゲットに酸

化鉛を用いたプランビコン撮像管のように，信号と
なる電荷がターゲット内で捕獲されることがほとん
どない撮像管においてのみそれが有効であるとされ
ていた．一方，ターゲットにSb2S3（三硫化アンチモ
ン）を用いたビジコンのような撮像管では，ターゲッ
ト内に多数存在する捕獲準位によって電荷が捕えら
れ，それに起因した光導電性残像が残像特性を支配
していることから，バイアスライトの効果はほとん
ど得られないと言われていた．このため発表内容を
疑われたのであろうと思った．しかし筆者はショッ
クを受けながらも，心の中では自分が出した結果は
間違いないと自身に言い聞かせていたのである．
ビジコンでもバイアスライトを従来の常識とさ

れている値の数倍以上の量を与えてやれば残像が少
なくなるという新たな動作モデルを考え，それを基
に実験を行い，得られた残像低減の測定値を更に解
析して改善効果を発表したのであった．また当然，
視覚評価実験でも残像が少なくなっていることを確
認していた．このことから，自分はこの有名な研究
者でも気が付いていないことに取組み，改善効果を
見いだしたのだ，だから自ら手を汚して実験等に取
り組む研究であれば自分にでもできるかもしれない
と，そのすし屋で思ったのである．
後に友人にこの経験を話すと，「権威者に眉唾物

と疑われ，普通は気がめいると思うが，逆にそれを
自分のパワーにするようなところは，やはりお前は
土佐の“いごっそう”だな」と言われた．権力，権
威に反発する傾向が強く，また多少へそ曲がりな土
佐人の“いごっそう”的な性格は当時から自分にあっ
たと認めざるを得ないであろうか．
高知に戻って局の先輩に，技研に来ないかとの誘

いを受けたことを話すと，「研究所に行ったら苦労
するぞ，やめとけ」，「博士がたくさんおり，高卒の
行く職場ではない」などと言われた．これは親心で
言ってくれたと理解している．自身も，現場での仕
事が経験を積んでますます面白くなってきたときで
あり，また，サラリーマンとしての将来を考えれば，
高学歴者の集まりでもある技研に移ることは賢明な
選択でないことは百も承知していた．しかしそれで
も若いうちに困難な仕事に挑戦したいという気持ち
が勝り，意を決して技研への異動希望を人事考課表
に書き込んだ．　
今振り返ってみると，あのすし屋での眉唾の一件

がなければ，技研でも仕事ができるという自信が持
てず，異動希望を出すこともなく，今日の自分はな
かったのではないかと思っている．そのようなこと
から，今でもA氏に感謝の気持ちを持っている．
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  5.  生き物のようなa-Se系
ターゲットに魅せられて

その後も，地方局採用の高卒技術者の技研への異
動は前例がないとのことで紆余曲折はあったようで
あるが，多くの上司の働き掛けのおかげで 1976 年
11 月に転勤が実現された．28 歳のときであった．
技研では特性改善を進めていたサチコン撮像管の測
定評価を担当することになった．この仕事は a-Se
を主成分とするサチコンのターゲットの不純物添加
濃度などを変化させ，その電圧―電流特性，残像特
性，分光感度特性等を調べるものであった．毎日暗
室のような測定室で朝から夜まで掛けて 4～6本の
試作管を測った．測定項目は基本的に決まっている
ので作業的な仕事とも言える．はた目には研究的で
なくてつまらないように見えるこの仕事に筆者は次
第に魅せられていった．それは決められた測定項目
のデータを取り終えた後，自分で新たな測定法を考
え出して試作管を調べてみると，それまで気が付か
なかったターゲットの特徴が見えてきたり，また非
結晶の材料であるがゆえに，その特性が加熱や光照
射などの処理で変化し，ターゲットがあたかも生き
物のように感じられたからであった．数年後には測
定だけでなく，上司から試作サチコンの設計も一部
を任せられるようになり，自分の考えた構造のター
ゲットで実験かできるようになった．またサチコン
の共同研究を行っていた日立製作所との打合せの場
にも出席が許されるようになり，そこでは同社の研
究所の方々から新たな刺激を受けた．そのようなこ
とから，a-Se 系のターゲットの研究がますます面
白くなっていった．

 6. 苦難の時代の到来
ところが 1980 年代の半ば近くになると，固体撮

像デバイスであるCCD（Charge Coupled Device）
の性能が向上し，放送用カメラでもそれが実用でき
るようになってきた．このため真空デバイスである
撮像管の研究は世界的に見ても次々と終止符が打た
れようとしていた．技研においても同様であった．
筆者は，世の中の研究動向は十分に承知しながらも，
部長室で撮像管研究の縮小，中止が具体的に検討さ
れていることを知り，大きなショックを受けた．そ
れは技研に転勤してからの 10年近くを暗室のよう
な測定室で毎日過ごし，上司に隠れての実験データ
の取得も含めて，膨大な量の a-Se ターゲットに関
するデータを蓄積していたからである．研究中止と

なると，心血を注いで得たそのデータはただのごみ
になってしまう．また，研究では素人に近かった自
分が，数多くの実験とデータの蓄積，分析で，いつ
の間にか自信を付け，a-Se ターゲットの研究を自
身のライフワークだと密かに思うようになった矢先
のことであったためである．
このように撮像管の研究が風前のともしびとも

言うべき状況に追い詰められた中，グループ全体の
統括をしていた上司から，撮像管の大幅な高感度化
ができるのであれば，研究を継続できる可能性があ
るとして，それに集中した研究取組みの指示が出さ
れた．その背景には，当時，ハイビジョンカメラ用
の撮像デバイスについては，まだCCDで実用でき
るものがなく，サチコンが用いられていたが，カメ
ラの感度が大幅に不足しているという問題があっ
た．また，放送における報道番組の比重が大きくな
り，夜間の緊急テレビ中継などに対応できる超高感
度撮像デバイスがそれまでにも増して強く求められ
ていたこともあった．
筆者は高感度化プロジェクトの一員となり，まず

は大学やメーカの研究室を訪ね，撮像デバイスの大
幅な高感度化の可能性を探った．アバランシフォト
ダイオードの権威者にも意見を伺った．しかし，得
られた結論はいずれも否定的なものであった．この
調査で思ったことは，いい話がどこかに転がってい
るわけはなく，結局，自分たちの手を汚して取り組
まなければならないということであった．
光導電型撮像管のターゲット内での増幅作用に

よる大幅な高感度化については，昔から米国の研究
者をはじめ多くの先達によって研究されたが，良い
結果は得られていなかった．このため結局，増幅作
用はないが暗電流や残像が少なくて高画質が得られ
る阻止型と呼ばれるターゲットに研究の主力が注が
れ，プランビコンやサチコンが撮像管の主流となっ
た経緯があった．そのような数十年の歴史を自分が
覆すことができるはずがないと思った．しかし，展
望が開けないと撮像管の研究は止めさせられてしま
う．それで放送局の仕事に戻されたとしても，現場
の技術も昔とは違っており，自分の居場所はないで
あろうなどと思い，正に崖っ淵に追い詰められた心
境になっていた．

 7. 予期せぬ現象への遭遇
超高感度撮像デバイスとしては，イメージインテ

ンシファイアを用いたものなどが当時から実用され
ていた．また，CCDも内部で発生する雑音を小さ
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くすることができることから，高感度化では撮像管
よりもそれが有利と考えられていた．しかし筆者は
光導電型撮像管での高感度化にこだわりを持ってい
た．それは前述のように自身が研究者として大事な
30代を a-Se のターゲットの研究に寝食を忘れて取
り組んでいたことのほか，このターゲットが，究極
の超高感度・高画質撮像デバイスの実現に必要な条
件，すなわち理論上限の高い信号対雑音比（SN比）
を得るための要件を満たす可能性が最も高いとの信
念があったためである．その要件とは以下の三つで
ある．
①  入ってきた光子を全て光電変換部に導き得る
こと（開口率 100％）．

②  光電変換部で光子を全て電子に変換しうるこ
と（光電変換効率 100％）．

③  電子に変換された信号を付加雑音なしに増幅
できること．

このうち①と②は，入ってくる光子自体の揺らぎ
に起因して生じる光ショット雑音の影響の低減に，
また，③は，外付け増幅器で生じるアンプ雑音の影
響の低減と関係している．光導電型撮像管において
は，当時のCCDなどの固体撮像デバイスでは困難
な開口率100％の状態が元来実現されており，また，
内部光電効果を利用していることから，外部光電効
果のイメージインテンシファイアなどに比べて光電
変換効率を高めることが原理的に容易である．した
がってもし③の事項が可能になれば，従来にない高
感度で高画質な撮像デバイスが得られることになる
と考えた．
ところでターゲットには，先にも述べたように，

外部電極から膜内に電荷が注入されるタイプの注入
型と，電荷の注入が阻止される阻止型の二つがある．
注入型では，入射光子数以上の数の電子を外部に取
り出すことが可能，すなわち増幅作用が得られるが，
一方の阻止型では，残像や暗電流が少なく画質はよ
いものの，増幅作用を生じさせることは不可能とさ
れていた．このため筆者は，注入型として動作する
高感度ターゲットの研究に取り組んだ．　
注入型ターゲットでは，原理的に増幅の利得分だ

け残像が増加することや，暗電流が大きくなりやす
いなどの欠点があるが，このような選択をしたのは，
当時はこれ以外にターゲットに増幅作用を持たせる
方法はないと考えられていたためである．また筆者
は，注入型ターゲットであれば国内留学時の研究実
習の経験を生かせるとの思いもあった．更には，前
述の上司に隠れての実験でも，この注入型ターゲッ
トの実験を時々行っていたということもあった．

以上のような経緯で注入型ターゲットの研究を
本格的に始めたが，筆者がそれまでに取り組んでい
た a-Se を用いた注入型のターゲットでは，比較的
低い動作電界（約 5 × 106 V/m）でも増幅作用を
生じた．動作電界が低いと，光子から電子への変換
効率，すなわち量子効率が低下するため，光ショッ
ト雑音の影響が大きくなる問題が生じる．また動作
電界を無理矢理高めると画質を損ねる原因となる暗
電流が激増し，信号電流がそれに埋もれてしまって
撮像できなくなる現象も生じる．これらを改善する
には，十分に強い電界が印加されたときに初めて外
部電極からターゲットに電荷が注入され，増幅作用
が生じるようにすればよいと考え，本来，電荷の注
入を阻止する構造となっている阻止型のターゲット
に強引に高い電圧を印加して電子の注入を生じさせ
ようとする一見非常識な実験を 1985 年 11 月に実
行した．
このために試作したターゲットの構造を図 4に

示す．真空蒸着法で形成した a-Se 層の厚さは
2 μmである．このターゲットでは，透明信号電極
の ITO及び CeO2（酸化セリウム）と a-Se 層との
接合により，透明信号電極側からの膜内への正孔の
注入が阻止され，また，a-Se 層と Sb2S3 層との接
合によって電子ビーム走査側からの電子の注入が阻
止されている．すなわちこの試作ターゲットは阻止
型に属する．なお，Sb2S3 層は，a-Se 層に比べて十
分に薄いことから，試作ターゲットの膜厚は a-Se
層の厚さとほぼ同じとみなすことができる．
このターゲットを2/3インチ型撮像管（走査面積

58.1 mm2）に組み込んだ実験管を製作し，ターゲッ
トへの印加電圧と信号電流，暗電流との関係（電
圧 – 電流特性）を調べた．なお信号電流の測定では
青色光を用いた．その結果を図 5に示す．電圧を
0 Vから上げてゆく（透明信号電極側がビーム走査
側に対して正電位となるよう電圧を加える）と信号
電流は急激に増加し，一旦飽和する．この飽和領域
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図 4　試作ターゲットの構造
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は，入射光で励起された電子・正孔対のほとんどが
強くなった電界によって分離され，信号電荷になっ
ている状態と考えられる．しかし，電圧を更に高く
すると，信号電流が再び急激に増加する現象が生じ
た．
a-Se 膜の青色光に対する量子効率η は，電界が

8 × 107 V/m のとき 0.9 になるとされている （3）．
試作ターゲットの厚さは 2 μmであることから，こ
の電界は図 5では印加電圧 160 V に相当する．し
たがって，η は同図の右縦軸のような目盛で表すこ
とができる．これから，試作ターゲットでは印加電
圧180 Vでη が1を超え，240 Vではη が10（入っ
てきた光子 1個に対して 10個の電子が出力されて
いる状態）となっていること，すなわち増幅作用が
生じていることが分かる．また，このη が 10とな
る高感度動作状態においても暗電流は 0.2 nA と小
さな値であった．
阻止型ターゲットでは増幅作用は生じないとさ

れていたにもかかわらず，実験では図 5のようにη
が 1を超す結果となった．このことから筆者の狙
いどおりに阻止型のターゲットが注入型として動作
して増幅作用を生じたと考えた．注入型の動作では
残像が大きくなるという問題は避けられないが，強
い電界が印加されたときに初めて注入現象を生じさ
せるという当初の目的は達成され，実験は成功した
と思った．しかしそれも束の間，モニタ画面を見て
がく然とした．画面中が白点状の傷だらけになって
いたのである．およそ 108 V/m という従来の常識
の約 10倍の強電界動作のため，ターゲットのほと
んどの部分が破壊された状態になってしまったので
ある．唯一，大幅な高感度化の可能性があると言わ
れていた注入型動作のターゲットの画質劣化を少し
でも軽減できないかとの思いで行った実験であった

が，無数の画面傷が発生するという新たな問題が生
じ，期待は大きく裏切られた．
時計の針は夜の 10時を回っていた．今日も朝か

ら 12時間近く測定装置と向かい合っていたが結果
的には収穫なしの 1日かと重い気分になりながら，
実験を終えようと被写体となっているテストパター
ンを外すためにそれを横に動かした．その瞬間ハッ
としてモニタのテストパターンの像に釘付けになっ
た．動くテストパターンのエッジのぼけ，つまり残
像現象が予想に反して少なかったのである．撮像管
の残像特性を決める要因の一つは，ターゲットの蓄
積静電容量（以下，蓄積容量と呼ぶ）であり，その
値が大きいほど残像現象が強く現れる．ところで注
入型ターゲットの動作理論では，高感度化に必須の
増幅作用は生じるもののターゲットの実効蓄積容量
が増幅度に比例して大きくなるとされている．した
がって，η が 10，すなわち増幅度が少なくとも 10
となっている動作状況では，試作ターゲットの実効
蓄積容量は，このターゲットの膜厚，面積などで決
まる本来の蓄積容量 1,600 pF の 10 倍である
16,000 pF もの大きな値となることから，テストパ
ターンを動かせばその画像は強い残像現象によって
大きくぼけるはずであった．
反射的に更にテストパターンを二度三度と左右

に動かしてみたが，傷だらけではあるものの，モニ
タに映るテストパターンのエッジの崩れは明らかに
予測より少なかった．注入型ターゲットの動作理論
では説明のつかないこの現象への遭遇で，「そんな
馬鹿な，一体どうなっているのだ！」と，夜も更け
た実験室で思わず叫んでしまったのである．

  8.  現象の解明に向けての研究
とHARP撮像管の誕生

高い感度が生じているにもかかわらず残像が増
加していないという信じられない現象の解明に向け
ての研究を前述の実験の翌日から開始した．その結
果，図 5の電圧 –電流特性で示した試作ターゲッ
トのη が 1を超す感度増加現象には以下のような
性質が伴っていることが明らかになった．
①ターゲット電圧が 180 V 以上となってη が 1

を超す動作領域となってもターゲットの実効蓄積容
量は一定（約 1,600 pF）のままで増加しない．
②ターゲット内を走行する主たる電荷が正孔か

電子かで感度増加の程度が異なり，電子の場合には
それが小さくなる．
③ターゲット内の電界の強さが一定の場合，Se
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図 5　試作ターゲットの電圧 – 電流特性
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層の厚さを増すほど信号電流，すなわち感度増加の
程度が大きくなる．
以上の性質については，誌面の都合でその詳細な

説明は省略するが，試作ターゲットでの感度増加現
象が電荷の注入に起因した増幅作用でないことをこ
とごとく証明するものである．これらを基に更なる
考察を行った結果，感度増加現象は，それまで知ら
れていなかった撮像デバイス用の阻止型ターゲット
で生じる連続で安定なアバランシ増倍現象によると
の結論に至った （4）．その動作原理を模式的に図 6
に示す．ここにアバランシ増倍現象による高感度な
HARP 撮像管が誕生したわけであるが，このよう
にHARP 撮像管は，それとは全く別の，電荷の注
入動作を念頭に置いたターゲットの高感度化の研究
から生み出された．図 7に直径が 18 mmの 2/3 イ
ンチ型HARP撮像管の外観を示す．

 9.  最初は信じてもらえなかった
HARPの低雑音，高感度性

画面傷の問題を不純物ドーピングなどの技術で
解決し （4），1987 年 6 月のNHK技研公開で，増倍
率 10が得られる膜厚 2 μmのHARP撮像管の実験
カメラによる初のデモンストレーションを行った．
そのときのカメラを図 8（a）に，テレビモニタを
同図（b）に示す．来場者の中には，けげんな表情で，
しきりにモニタを置いてある台の裏側を柵から身を
乗り出して見ようとされる方がおられた．レンズ絞

り F4 で，被写体照度 180 lx というこのときの撮
影条件は，当時の撮像管カメラで必要とされる明る
さの約 10分の 1であった．そのためカメラ技術に
詳しい方は，この条件で鮮明に撮影できるはずがな
い，何か映像を明るくする信号処理のような装置が
モニタの後ろにあるのではと疑いを持たれたようで
ある．
NHK 内部においても同様のことがあった．

HARP の動作原理の発見からまだ間もない頃，筆
者の上司がNHK本部の技術系幹部にその高感度性
を説明しても，「眉唾物」とか，「風前のともしびと
なった撮像管の研究を生きながらえさせるための方
便ではないか」などとの冷たい反応で，すぐには信
じてもらえなかったとのことであった．更に学会の
論文についてもすんなりとは通してもらえなかっ
た．筆者らは，1987 年の技研公開に先立って，
IEEE の雑誌に HARP 撮像管の論文を投稿した
が （5），査読者の一人からは，図 5の電圧 –電流特
性を基に a-Se のターゲットで量子効率η が 1を大
きく上回ったと記述していることに対して疑わしい
との指摘を頂戴した．これらに対しては撮像実験の
デモンストレーションや証拠となる追加の実験デー
タの提出などで疑いを晴らすことができた．
前述の技研公開で使用したHARP 撮像管カメラ

と従来型撮像管（サチコン）カメラとによる感度比
較実験の結果の一例を図 9（a），（b）に示す．照度
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図 6　HARP 撮像管の動作原理

図 7　HARP 撮像管（2/3 インチ型）

HARP撮像管実験カメラ
従来型撮像管カメラ

（a） HARP 撮像管実験カメラと従来型撮像管カメラ
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図 8　NHK 技研公開での HARP カメラの展示



私の技術者歴　My Frontier  Journey 145

My Front ier Journey

等の撮影条件は前記の公開時と同様である．同図
（a）のHARP カメラによる映像の写真は，（b）の
サチコンカメラのそれに比べて雑音増加が抑制され
た状態で約 10倍明るく，HARP撮像管の低雑音で
高感度という特徴を表している．
その後，筆者の研究グループでは，若手も加わっ

た新たな体制でHARP の一層の高感度化の研究が
進められた．これによりターゲットの増倍率は当初
は 10程度であったものが 1995 年には約 600 まで
向上し，暗闇での撮影にも対処できる超高感度
HARP カメラが実現されるに至った （6）．この超高
感度カメラは，試作直後の 1995 年 6月に起きた全
日空機ハイジャック事件で未明の函館空港からの
NHKの緊急テレビ中継に使用された．そのときの
HARP カメラによる映像の一コマをこの中継にお
ける CCDカメラの映像と比較して図 10 に示す．
ジャンボ機の下は一段と暗く，CCDカメラではほ
とんど見えていない．しかし，HARP カメラはそ
こで機動隊が機内突入の準備を進めている様子を明
るい映像として捉えていることが分かる．実は
HARP カメラの応用が医学研究などの放送以外の
様々な分野に広がったことには，この緊急中継での
使用が深く関係している．それはハイジャック事件
の関連記事として，新聞各社がHARP カメラをセ
ンセーショナルに取り上げたことから，医師などに
もこの超高感度撮像技術の存在が知られるように

なったためである．

 10. 振り返って思うこと
阻止型構造の a-Se のターゲットに高い電圧を掛

けたときに生じる感度増加現象には，過去にほかの
研究者も遭遇していたのではないかと思われる．し
かしこれを有用な現象とは気付かずに見過ごしてい
たのは，筆者の実験前の考えと同様に画質劣化を伴
う電荷の注入現象と解釈したためではなかろうか．
通常の約 10倍という強電界での動作は，当時の

技術では画面全体に欠陥と呼ぶ白点状の傷を無数に
発生させ，被写体の識別すら難しくしていた．その
ような映像から運良く筆者は，感度増加現象が，従
来，撮像管のターゲットでは知られていなかった非
注入によるものと気付くことができた．この理由と
しては，その 14年前の国内留学で取り組んだ注入
型ターゲットの研究実習や，1976 年に技研に転勤
してからのサチコンの特性改善という本来業務のほ
かに，上司に隠れての暗室内での基礎実験に 10年
近くも熱中したことによって，a-Se ターゲットの
振舞いや，注入型とはどういうものかを体で覚えて
いたことが挙げられよう．
また筆者は，出発点が地方局の現場技術者であっ

たことから，研究で成果を上げることができなけれ
ば，敗者として元の職場に戻されてしまうという追
い詰められた心理状態になっていた．特にこの感度
増加現象を発見する直前は，そのことで毎晩悪夢に
さいなまれるまでになっていた，しかし劣等感に起
因した強迫観念的ともいえるこのような状態が，自
分の研究の原動力となり，また神経を研ぎ澄まさせ
て自身のセレンディピティを高めてくれたのではな
いかと今思うのである．
筆者は，先にも述べたこのセレンディピティが研

究者，技術者には極めて重要と考えている．

（a）　HARP 撮像管カメラによる映像

（b）　従来型撮像管（サチコン）カメラによる映像

図 9　感度比較実験結果の一例

図 10　 左側が HARP カメラ，右側が CCD カメラによる映
像（函館空港，1995 年 6 月 22 日午前 3 時 30 分頃）
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serendipity を辞書で引くと，「あてにしなかった物
を偶然に見い出す才能，掘り出し上手」などと書か
れている．これは研究に当てはめると，何の変哲も
ないように見えるものや現象から，その内に潜んで
いる価値あるもの（宝物）を見い出す能力というこ
とになろうか．ブレークスルーとなるような発見，
発明にはこのセレンディピティが深く関わっている
ことが多いと思っている．それを高めるには，やは
り常日頃から手間暇が掛かっても自らの手を汚して
実験に取り組み，自分自身の目で確認し，十分な考
察を加えて納得しておくことが必要であろう．多く
の知識が効率良く得られる文献調査ももちろん大切
である．しかし，それに重点を置き，他人の論文を
うのみにしていたのでは，発見や新たな発想は生ま
れにくいのではなかろうか．実験は，一生懸命やれ
ばやるほど新たな疑問も生み出すが，その不可解な
ところにブレークスルーにつながる情報が隠されて
いることがある．しかし一般に，明快な説明ができ
ないその点が論文などに書かれることは少ないと考
えられるからである．
また，セレンディピティのためには，研究対象物

への愛情や執念が人一倍強いこと，更には人として
は素直さが大切であるにしても，研究面では反骨精
神があり，打たれ強いことも必要と思われる．筆者
の場合，単結晶シリコンが撮像デバイス材料として
主流となった時代に，大昔から知られている a-Se，
すなわち非結晶のセレン半導体を用いたターゲット
の研究を続けていたことから，今さらどんな展望が
開けるのかと冷ややかな目で見られたこともあっ
た．しかしそのような状況でも，まだ明らかになっ
ていない何かがあると嗅覚的に感じ，ひたすら実験
に取り組んでいたことから，a-Se ターゲットの方
から“ここを調べて下さい，興味ある現象が見られ
ますよ”とささやきかけてくれたような気がする．
これはあくまで心の問題であるが，対象物との対話
が感じられるほどに愛情と執念を持って研究に打ち
込まなければ，相手が出してくれるせっかくの重要
なサインを見落としてしまうのではないだろうか．
筆者は独創的研究のためには，人が注目してくれ

なくてもよい，学会で話題となっているものでなく
てもよいと思っている．つまり自身の視点で，自分
が取り組むことによって初めてブレークスルーが起
きて社会に大きく貢献できると固く信じるテーマが
あれば，その研究が困難であっても立ち向かうべき
との考えである．要は，世の中の研究動向を見てそ
れにうまく乗るのではなく，研究の新たな源流，流
れを自らの手で創り出そうとする精神である．上司

の理解が得られなければ，最初はアンダー・ザ・テー
ブルで私的な時間を使ってでも研究を推し進める覚
悟が必要であろう．そのような研究は精神的，肉体
的にも大変である．しかし，多大な犠牲を払ってで
も自身でブレークスルーを起こして学理や技術の進
歩発展に役立ちたい，人に喜んでもらいたいとする
情熱をもって研究に臨めば，やがてセレンディピ
ティが高まり，他人には見えない宝物が，突然，自
分には見えるという日が来るのではないだろうか．

  11.  あとがきにかえて　 
～人生は不思議で面白い～

本稿を執筆しながら人生は不思議で，また，面白
いものだと改めて思った．筆者は，小さい頃に開業
医だった父親が急死し，母子家庭となったため工業
高校に進み，放送技術の仕事を選んだ．その結果，
思っても見なかった超高感度HARP 撮像管を発明
することとなった．ところが現在，このHARP 撮
像管は，医学研究にも活用され，筑波大の医師らに
よる高エネ研放射光施設での実験では，直径数
百 μmの極めて小さな初期のがんをも捉えられるこ
とが動物実験で明らかとなる成果が得られてい
る （7）．また，ニューヨーク州立ストーニーブルック
大学医学部の研究所ではNHKのHARP技術をベー
スに，被ばく量を低減できるX線医療診断用の高
感度固体HARP イメージセンサの開発を進めてお
り （8），筆者もこの研究に同大学の研究教授として参
加している．筆者は，もし父親の早世がなければ跡
を継がされていたかもしれない．しかし，そうはな
らなかったがゆえに，興味ある仕事に就くことがで
き，また医学研究の分野にも貢献できている．この
ことから，若い頃不幸と思い込んでいたことが，い
つの間にか逆の結果になるという人生の不思議さ，
面白さを感じるのである．
いろいろな出来事が最終的に自分を幸せにする

か否かには，自身の心の持ち方が大きく関係すると
思っている．筆者の学位取得の経緯をその一例とし
て紹介したい．技研では，HARP の感度増加現象
については，発見後しばらくの間，極秘扱いとなっ
ていた．そのような時期に本部から着任してこられ
た所長が，前述のすし屋で，「おい，HARPはお前
のところの作業員が発見したそうだな」と，ことも
あろうに筆者がその本人であることを知らずに声を
かけたのであった．そもそも筆者は，自ら手を汚し
て作業員的に実験に取り組むことを誇りに思い実践
していた．ところがその所長の“作業員”という言



私の技術者歴　My Frontier  Journey 147

My Front ier Journey

い方にはさげすみが感じられたことから，思わず
ムッとなってしまった．しかしそれがすぐに収まる
と同時に，クロスフェードのように心の中に湧いて
きたことは，ならば，この目の前の所長が持ってい
ない学位に，たとえどんなにハードルが高くても挑
戦してやる，との決意であった．博士号の取得では，
東北大の先生方や多くの上司に多大な御支援，御指
導を賜った．しかし，すし屋でのこの一念発起がな
ければ，ハンディを背負っている筆者はそれに向け
てのスタートラインに立つ勇気が生まれなかったの
ではと，今は当時の所長の一言が大変有り難かった
と思っている．なおその所長は，HARP 撮像管の
実用化の成功後には筆者の研究を高く評価して下
さったことを申し添えたい．
人生では，様々な人との巡り会いがある．優しい

人，辛辣な人，苦手な人，いろいろである．また成
功よりも失敗を多く経験する．そのような周囲の存
在や，失敗を含めての経験などの全てが，結果的に
は自分の意識を高め，自己に潜む能力を引き出して
くれるような心の持ち方が大事だと思っている．こ
こに述べたことが，若手の技術者，研究者の皆さん
の勇気付けに何らかの形で少しでも役立てば幸甚の
至りである．
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1 はじめに

自分の研究分野でどんな研究がはやっているのか，興

味を引く研究が行われているのか，自分の研究と類似し

た研究があるのか．このようなときに目的の文献が見付

かるまで繰り返し文献検索を行う．研究者にとっては文

献検索は必要不可欠なルーチンワークであり，コストパ

フォーマンスが求められるワークである．

ここでは電子情報通信学会提供の文献検索システム

I-Scover を紹介し，その基本的な使い方から，便利な

使い方，そして使いこなす方法を見ていくことにする．

I-Scover は無料で提供され，簡単に使えるので，まず

は気楽に I-Scover で文献検索を楽しんでほしい．

IEICE Knowledge Discovery（I-Scover）
https://i-scover.ieice.org/

2 I-Scover とは

I-Scover とは満を持して本会が開発した文献検索シ

ステムであり，本会の論文を中心に，企業の研究報告な

どの文献データがリンクトデータ＊1 として有機的に格

納されていて，検索結果も有機的に得られる文献検索シ

ステムである（図 1）．更に通常の検索とともに

SPARQL＊2のAPIを通して，各種の検索が実装できるよ

うになっている．

文献検索システムとしての I-Scover の特徴はこれく

らいであり，この特徴の少なさが I-Scover の持ち味で

ある．特徴が少ないということはほかの文献検索と同じ

感覚で使えるということであり，あなたは違和感なく上

記の恩恵を受けることができる．

2.1　I-Scoverはマニュアルなしで使える

本稿は I-Scover のガイドブックでもなく，マニュア

ルでもない．I-Scover の検索機能を詳細に紹介するも

のではない．

文献検索システムでガイドブックやマニュアルが必

要なシステムは，きっと機能が複雑で，独自色が強く，

使うためには多くの訓練を必要とするだろう．文献検索

＊ 1 リンクトデータ : データ間のつながりの情報を持って
いるデータ．XML などで表現される．

＊ 2 SPARQL（スパークル）：RDF クエリ言語．SQL に類
似した構文形式を持つ．例は後述．

ⓒ電子情報通信学会2017

IEICE Knowledge Discovery （I-Scover）　https://i-scover.ieice.org/
図 1　I-Scover の検索画面
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をするのにマニュアルを読むという余計な苦労はしたく

ない．

I-Scover ではこの点は安心してほしい．I-Scover は

マニュアルを読む必要がなく，そのまま違和感なく使え

る文献検索システムである．

これはGoogle の検索でマニュアルを読む必要がな

く，しかし使いこなせば，高度な検索ができるようにな

るのと同様である．I-Scover もマニュアルを読むこと

なく使え，そして使いこなせば，高度で夢のような検索

もできるようになる．

そして本稿では I-Scover のメリットだけを伝えるこ

とをせずに，中立的な立場で紹介していく．決してステ

ルスマーケティングをするつもりはない．筆者はほかの

文献検索システムと並列にこの I-Scover を使うように

してほしいと思っている．しかし I-Scover が使われれ

ば，ほかの検索システムにはない I-Scover のメリット

を実感することができると信じている．

2.2　 I-Scoverは今までのものと何が違
うのか

今では，文献検索はネットでするのが常識となり，

CiNii をはじめ，いろいろな文献検索プラットホームが

整備されている．もちろんGoogle で検索しても目当て

の論文や文献は見付かるだろう．しかしほかの文献検索

やGoogle で文献が見付かっても，それは単独の文献が

見付かるだけであり，検索結果は有機的でなく，関連す

る文献を芋づる式で検索することは面倒である．CiNii

や Google では余計なものが見付かりすぎ，余計なもの

を取り除くだけでも大変な手間になる．特にGoogle で

は有象無象のものが見付かり，検索者はいつの間にか多

くの時間を浪費することだろう．

一方，本会が開発した文献検索システム I-Scover は

有機的に文献を検索できる．これが I-Scover で正に自

慢したいところである．更に文献の各種の関連（著者や

キーワード，所属などの各種属性，そして SPAQLの組

合せによる複雑な関連（例．表彰された論文のページ数

やキーワード数））で検索でき，検索結果もこれらの関

連を含むことができる．I-Scover は今までの文献検索

で関連する文献を見付けるのに持っていた不満を一挙に

解消してくれる．信じるかどうかは，まず検索してみて

から判断してほしい．

I-Scover では文献データをリンクトデータとして，

各種関連を有機的に結んでデータベースに格納してい

る．検索するときには，この有機的関連を使って芋づ

る式に文献を見付ける．また SPARQLの API を公開し

て，検索を自由に組み合わせて実行できる機会を提供

している．

この SPARQL API を使えば，複合的な検索がいろい

ろと行える．例えば，各時代に多く出現しているキー

ワードを検索することで研究の流行を探ることもでき

る．これらが I-Scover のいいところである（図 2）．

ここではこの I-Scover をガイドブックやマニュアル

とは違う観点で紹介していく．もちろん I-Scover は無

料で使えるので，これを読まずに，I-Scover は図 1の

URLで実行できる．とにかく，I-Scover に触れてみる

ことを推奨する．

例えば，図 1の I-Scover の検索窓に「サルでもわか

る」という検索語を入れて検索してみると，「サルでも

わかる」という見付けたい文献が，なんと見付かるので

ある！  もちろんGoogle でも見付かるが，見る必要が

ない余計なものが出てきてしまう．

2.3　I-Scoverで文献検索をする効果

CiNii や Google などで文献検索をするのと並列して，

I-Scover で文献検索をする効果はどの程度見込めるの

であろうか．多くの検索システムを使えば，多くの文献

を見付けることは可能であるが，時間という貴重なコス

トを使う．この貴重な時間に値する効果が I-Scover で

得られるのであろうか．

目的を持たずに気ままに文献検索をするのはGoogle

が一番適している．文献量が多いのがCiNii であるの

で，固定の検索用語を使って検索結果の量に期待したい

場合はCiNii がいいだろう．I-Scover はリンクトデー

タで有機的に文献が結び付けられているので，文献の関

連をたどっての検索であれば，I-Scover が適している．

シンプルなところ

いもづる式に検索
できるところ

どんな検索でも作
れるところ

もちろん無料なと
ころも

I-Scover はどこが
いいの？

図 2　I-Scover のいいところ
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また芋づる式に文献を検索したいときも I-Scover を使

うのがよい．これは研究論文に特化していない全文検索

のGoogle では味わえない．また研究の流行を探るので

あれば，I-Scover で分野を指定して時間軸を中心とし

た検索が有効である．

検索の複合的な組合せや検索結果を使っての検索で

あれば，I-Scover は後述するように SPARQL API を公

開しているので，これを組み合わせることで簡単に実装

できる．このように検索の目的を明確化すると，検索の

効率は一段と向上する．

しかし気ままに検索するときでも I-Scover の文献検

索でしてみると，いろいろな関連の文献をたどっていく

のも楽しいだろう．Google では余計なものが引っ掛

かって，時間を浪費するだろうから．

2.4　I-Scoverの検索を効率的に行う

文献の検索結果として「検索結果がありません」とい

う一番情報のない結果は見たくない．このような結果に

ならないために，検索をどのようにするかは重要であ

り，検索者の腕の見せどころである．

例えば，図 3のように，I-Scover に「猫でもわかる」

で検索してみると，「見つかりません」という結果が返っ

てくる．Google であれば，“猫でもわかる "で検索する

と 10 万件以上のページが見付かる．しかしこれは

I-Scover の検索が悪いのではなく，無駄な検索結果が

返ってこなかったということである．これは喜んでいい．

多過ぎる検索結果は良くない．検索に絞り込みが必要

になる．もっと言えば，最初から絞り込んだ検索をする

のが検索のこつである．検索を何回も繰返していると，

多過ぎる結果が予想できるようになる．

誰もが使う一般用語で検索するのではなく，その研究

に特化した特異な用語で検索するようになる．また用語

の組合せで絞り込むようになる．こうなれば，検索は効

率的に実施できる．

例えば，図 4の検索結果では 34,132 件の文献が見付

かった．これは余りにも多過ぎる．多過ぎる結果は逆に

情報がないのと同じで，コストの無駄遣いになる．この

検索語で検索するのは止めるべきである．

このように I-Scover で何回か検索していると，ちょ

うど適した検索結果を得られる検索が身に付くようにな

る．効率的な検索ができるようになる．Google や

CiNii では文献のつながりは検索で使えず単純な検索に

なるが，I-Scover では文献のつながりで検索できるの

で，つながりの検索のこつをつかむと，更に効率的にな

る．例えば，検索した文献の著者が書いた 3年以内の

文献を検索するなどのように効率的に検索する．

2.5　 I-Scoverで自分の文献を見付けて
もらう

I-Scover では文献を検索することも重要であるが，

自分の文献を I-Scover で他人から見付けてもらうこと

も重要である．検索とはギブ＆テイクであり，他人の文

献を探すだけでなく，自分の文献を検索してもらう必要

もある．

このためには，検索されやすいように，I-Scover の

文献データとして入れるときに，キーワードやタイト

図 3　I-Scover の「見つかりません」の結果
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ル，アブストラクト，参考文献などの書き方でいろいろ

と手を尽くす必要がある．このためのテクニックが

I-Scover 関連のセクションで発表されているので参考

にしてほしい （1）， （2）．このように自分の文献を見付けて

もらうことが研究者としての重要な活動である．

3 I-Scover を使う

ここからは文献検索システムの I-Scover の使い方や

そのこつを見ていくことにする．でも最初にも言ったよ

うに，本章を読まずに使ってみるのが一番である．ガイ

ドブックやマニュアルを読まなくてはいけないものは使

うに値しないものである（重要なことなので 2回目の

言及）．実際，I-Scover はマニュアルやヘルプ情報を読

む必要はない．しかしそれでも本章では I-Scover の使

い方を必要最小限で紹介することを許してほしい．

3.1　I-Scoverのシンプルな使い方

もう一度言う．I-Scover を使うために，必要とする

知識は全くない．その証拠に図 5を見てほしい．これ

が簡易検索（デフォルトの画面での検索）画面であり，

Google と同様に検索窓が 1個しかない非常にシンプル

な画面である．これは正に「サルでもわかる」「サルで

も使える」簡単な検索である．

I-Scover を使うには，とにかく，検索窓にいろいろ

なキーワードを入れて，検索してみてほしい．もし「検

索結果がありません」という悲しい結果が出たか，また

は 1画面に収まらない検索結果が出たときは，検索用

語を変えて，検索してみてほしい．こうしていつの間に

か検索のプロになっていくだろう．

文献検索はこの検索だけで十分である．シンプルに検

索することが大事で，複雑な検索は面倒であり，目的が

あり，検索結果に期待できるときにのみ使うようにする．

3.2　I-Scoverの便利な使い方

I-Scover には詳細検索をするための画面がある（図

6）．複雑な検索条件の組合せでも可能な検索が用意さ

れている．これで複雑だが便利で効率的な検索ができ

る．通常の文献検索で求められている検索はここで満た

される．しかし面倒であり，使い方のこつも必要である

図 4　多過ぎる検索結果（34,132 件）

図 5　Google と同じくらいのシンプルな検索窓
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ので，目的や予想される効果を見込んで使うようにした

方がいい．

「特定の機能の使い方を完全にマスターするために

は，その機能を作ればいい」という言葉がある．この言

葉のとおりに，プログラミング言語の使い方をマスター

するために，そのプログラミング言語のコンパイラを手

作りすることもある．しかし I-Scover の詳細検索はこ

こまでしなくても理解できる．

文献検索のこつとは，つまり組合せの妙である．検索

に慣れてくると，複数の検索用語を縦横無尽にAND結

合したり，OR結合，NOT検索，排他検索などのテク

ニックを使えるようになる．

3.3　I-Scoverのマニアックな使い方

I-Scover には外部連携用API として，SPARQL（ス

パークル）という SQLに類似した構文形式の RDFク

エリ言語が用意されている．（この I-Scover の

SPARQLの詳細は文献 （3）を参照すること．）

例えば，文献データから，著者と所属を得る

SPARQL のコマンドは図 7 のようになる．この

SPARQL API により I-Scover はいろいろな検索の組合

せができ，また検索結果に応じた検索もできる．実際に

SPAQL API を利用した多くの I-Scover アプリが作成さ

れている．

そして，文献の動向を図で表現するアプリや毎年の

キーワードランキングを拾い上げるアプリ，流行の研究

テーマがハイプカーブで分かるアプリなど，多種多様な

アプリが作られている．

図 8は I-Scover アプリの例として，OKI の小杉篤史

らによって開発された SPARQLコマンドを会話的に実

（1） SPARQL コマンド
SELECT ?name ?organization
{

?s　　a　　　　　　　iscover:Person;
　　　 foaf:name　　?nameV;
　　　 vcard:org　　?org.
?org  foaf:name    ?organizationV.
BIND（str（?nameV） AS ?name）.
BIND（str（?organizationV） AS ?organization）.

} limit 100

（2）実行結果例
Hiroshi Gomi　　Oki electric industry co. ltd
Hiroshi Gomi　　沖電気工業株式会社
五味弘   　　　　 　Oki electric industry co. ltd
五味弘　　　　　 　沖電気工業株式会社
 ...

図 7　著者と所属を抽出する SPARQL コマンド

図 6　I-Scover の多機能で便利な検索
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行できるエディタである．（このアプリについては文献

（4）を参照のこと．）左側にあるメニューには，多種多

様な検索項目が用意されていて，例えば，キーワードご

との文献数や，表彰された論文のページ数が検索できる

ようになっている．このメニューから検索したいものを

選ぶと右上部にそれに対応する SPARQLコマンドが表

示され，実行結果が右下に表示される．検索結果を

html や csv 形式にしたり，結果をグラフで表示するな

どの機能を持つ．なお図 8の実行結果では，キーワー

ドに対応する文献数がべき分布（いわゆるロングテール

になっている分布）に従っていることを示す興味深いも

のになっていることが分かる．

I-Scover の活動成果や SPARQL アプリなどは文献

（5） ～ （8）にあるので参照してほしい．

I-Scover はこのように SPAQL API を使って自由に拡

張できるシステムである．アイデア次第で SPARQL 

API を使って，何でもできる．

3.4　I-Scoverは気ままに使うのが一番

ここまでシンプルな使い方から便利な使い方，マニ

アックな使い方とそのこつを紹介したが，I-Scover の

いいところはシンプルに使うビギナーから凝った検索を

する人，更に SPARQL API を使ってマニアックに検索

するハッカーまで使い手があるところである．

また商用目的で作られていないので，ステルスマーケ

ティングに毒されていないのもいいところである．そし

て本会全員で作り上げた検索システムであるので，愛着

も持てるし，将来への要求と希望も人待ちでなく自ら作

り出せる（図 9）．

しかし結局は I-Scover は気楽に気ままに自由に使う

だけである．それ以上でもそれ以下でもない．検索の目

的に応じて，必要最小限の検索をすることで十分であ

る．これを忘れないでほしい．

そして大事なことは自分たちがやりたいのは文献検

索ではなく，これは手段であり，本当にやりたいことは

論文執筆であったり，世の中の技術調査である．文献検

索に多くの時間を掛けずに本来の仕事をすることが第 1

である．

このために，I-Scover を役立ててほしい．無料であ

り，使い方はシンプルで訓練もする必要がないので，ま

ずは気ままに使ってみてほしい．このために，I-Scover

はあなたの検索を待っている．

図 8　SPARQL コマンドを実行するアプリ（作成：小杉篤史（OKI））

ビギナーからハッ
カーまで使い手が
あるところ

もう一度，聞くけど
I-Scover は本当は
どこがいいの？

何よりも自分たちで
作ったところ

ステマぽくない
ところ

図 9　続・I-Scover のいいところ
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（5） 千村保文，“I-Scover プロジェクトの活動と成果，”
2017 信学総大，no.TK-3-3, March 2017.

（6） 千村保文，“I-Scover の API を用いたコンテストの
概要，” 2017 信学総大，no.TK-3-4, March 2017.

（7） 西野文人，“Linked Data 〜つながるデータ，広がる
サービス〜，”信学通誌，vol.6, no.3, pp.240–244，
Dec. 2012．

（8） 西野文人，“I-Scover―Linked Data に基づく電子情
報通信学会文献検索システム―，”信学通誌，vol.7，
no.1, pp.49–53, June 2013．

五味　弘 　
 OKI（沖電気工業株式会社）シニアス
ペシャリスト，エバンジェリスト．博
士（工学）．JEITA 専門委員会委員長．
情報処理学会シニア会員．三重大非常
勤講師・リサーチフェロー．著書「は
じめての Lisp 関数型プログラミング」，
共著「IoT セキュリティ」，「定量的品
質予測のススメ」，「プログラミング言
語論」など多数．http://gomi.info/
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1 はじめに
通信ソサイエティ（以下，通ソ）では，第 12 回目となる

通信ソサイエティ論文賞の選定を行い，10 編の論文を選定
した．本稿では，今年度（2015 年 10 月〜2016 年 9 月）の
受賞論文と総評を，和文論文誌，英文論文誌，ComEX の順
に述べる．

2 和文論文誌
 選考は，1）候補論文推薦，2）予備投票，3）審査査読，

4）候補論文絞込み（審議），5）候補論文選定（投票），6）
受賞論文決定（編集会議）の段階を踏み，慎重に行った．そ
の結果，今年度は以下のとおり，優秀論文賞 3 編，チュート
リアル論文賞 1 編を受賞論文として選定した．受賞論文はい
ずれも，論文の要である新規性，有効性が明解で，信頼性の
高い論旨展開がされ，正にお手本となるべき論文である．

今年度の特徴としては，マルチユーザ MIMO 関連の論文
が 2 件選定されホットなテーマとしての関心の高さが見て取
れることと，システム開発論文が優秀論文として選定された
ことが挙げられる．別途，もう 1 件のシステム開発論文が学
会本部の論文賞として選定されていることから，和文論文誌
から合計 2 件のシステム開発論文が高い評価を得たことは特
筆すべきことである．システム開発論文は既存技術の組合せ
であっても組合せに新規性や有効性がある場合には評価をす
る枠組みであるが，企業を中心にまだまだ多くの優秀な研究
開発成果が埋もれていると考えている．引き続きこの枠組み
を活用して頂き，皆様の研究開発成果を国内の幅広い読者に
情報発信して頂きたい．なお，和文論文誌では 2006 年以降
の各受賞論文を下記 URL から無償で閲覧できる．御活用頂
きたい．

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

■	優秀論文賞
「 除雪車運行支援のためのタブレットシステムの開
発と実証実験・評価」
久保田祐介，山本　寛，山崎克之
� Vol.J98-B,¾No.10,¾pp.1049–1059,¾Oct.¾2015.

受賞理由：本論文はシステム開発論文であり，除雪車のオペ

レータのためのタブレットを用いた作業支援システムを提
案している．GPS とジャイロ情報から，除雪車の現在位
置と進行方向を推定し，雪に埋もれていない現在地の道路
画像（雪なし画像）を提示し作業の効率化に大きく貢献し
ている．地域性に根ざした要求に応えるシステム全体とし
て新規性があり，また，除雪車のオペレーションを考慮し
た位置推定のアルゴリズム等，随所に工夫が見られ，シス
テムとしての組合せの妙による有効性が高く評価できる．
以上の理由により，受賞にふさわしい論文である．

「 LR-THPに基づくMU-MIMO NLP への実信号
空間における象限検出の適用による最適摂動ベ
クトルの検出法の提案」
今村和樹，高畑文雄
� Vol.J99-B,¾No.8,¾pp.591–601,¾Aug.¾2016.

受賞理由：本論文では，今後の移動通信システムで重要とな
るマルチユーザ MIMO におけるユーザ間干渉を高送信電
力効率で実現するため，非線形プリコーディングにおける
効率的最適摂動ベクトル探索法を提案している．提案手法
は優れた伝送特性と少ない演算量（従来比 1/10 以下）を
同時に実現できる手法であり，新規性，有効性共に高く評
価できる．また，提案手法が高性能を達成できるポイント
が非常に分かりやすく記述されており，信頼性，了解性も
高い．以上の理由により，受賞にふさわしい論文である．

「 ネットワークレオロジー : 粘弾性体モデルによる
ネットワークスループットの動特性解析」
吉田裕志，笹島和幸，村瀬　勉，里田浩三
� Vol.J99-B,¾No.1,¾pp.1–17,¾Jan.¾2016.

受賞理由：本論文では，マルチメディア通信におけるネット
ワークスループットを粘弾性体モデルにより解析する新し
い方式が提案されている．独創性の高い研究であり，将来
的に測定データが積み重ねられ，様々な環境下での有効性
が実証されれば学術的にも新しい分野を開くことが期待で
きる．また，通信の分野でなじみの薄い粘弾性体モデルを
トラヒック解析に応用した動機を含めて読者に分かりやす
く記述されており，議論の進め方，評価実験の内容，及び
その結果から得られた結論の了解性も高い．以上の理由に
より，受賞にふさわしい論文である．

第12回通信ソサイエティ論文賞
〜受賞論文と総評〜

通信ソサイエティ編集会議
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■	チュートリアル論文賞
「 大容量無線通信の実現に向けた非線形MU-MIMO
の伝送性能評価」
矢野一人，塚本悟司，薗部聡司，侯　亜飛，前田隆宏，
伴　弘司，宇野雅博，小林　聖
� Vol.J99-B,¾No.8,¾pp.548–563,¾Aug.¾2016.

受賞理由：本論文では，マルチユーザ MIMO 伝送において，
伝搬チャネルの相関が大きい場合に効果的な非線形プリ
コーディングについて実験的な詳細検討が示されている．
非線形プリコーディング技術の原理や特徴について分かり
やすく概説するとともに，著者らが試作した実験システム
を用いた屋外伝送実験結果が示され，当該技術の研究者に
とって参考となる情報が豊富に含まれている．実験結果の
説明や考察も丁寧になされており，実環境での制約条件や
今後の課題を読者が理解しやすいように記述されている．
以上の理由により，チュートリアル論文として受賞にふさ
わしい論文である．

3 英文論文誌
 英文論文誌編集委員会では，論文賞選定委員会を組織する

前に，論文賞選定委員候補者を事前に選定している．正員や
編集委員から推薦されてきた論文の分野に応じて，これらの
候補者の中から論文賞選定委員（以下，選定委員）を決定し，
最終的に論文賞選定委員会を組織している．選定委員は，公
平かつ公正な論文審査が可能である経験豊かな編集委員から
選定するだけでなく，第三者から見ても公平な論文賞選定を
実現するため，原則として同じ組織に所属する複数の選定委
員が存在しないようにしている．論文賞選定のプロセスは以
下のとおりである．まず，正員や編集委員から推薦された論
文の中から，査読時のスコアに基づき受賞予定数の 3 倍程度
の候補論文を選出した（予備審査）．次に，全選定委員が予
備審査通過論文の簡易審査査読を行うことにより，3 分の 2
程度の数に候補論文を絞り込んだ（一次審査）．その後，一
次審査を通過した全論文を全選定委員が熟読することによ
り，詳細な審査査読を行った（二次審査）．二次審査の審査
査読終了後に論文賞 EB 選定委員会を開催して，各候補論文
の内容について審議したのち，投票により受賞論文案を決定
し，英文論文誌編集委員会での承認，通信ソサイエティ編集
会議での議論を経て，最終決定した．

本年度は，英文論文誌からは，通信ソサイエティ論文賞とし
て Best Paper Award に 4 編，Best Tutorial Paper Award に
1 編の論文が選ばれた．受賞論文は，独創的なアイデアに基づ
くもの，有効性に優れたもの，体系的にまとめられているものな
ど，それぞれに秀でた特徴があるものが選ばれる結果となった．

英文論文誌では 2006 年以降の全ての受賞論文を無償で公
開している．是非，下記 URL から，受賞論文を御覧頂き，
研究・開発・教育等の活動にお役立て頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/

■	Best	Paper	Award
“ User Equipment Centric Downlink Access 
in Unlicensed Spectrum for Heterogeneous 
Mobile Network”
Riichi KUDO, B. A. Hirantha Sithira ABEYSEKERA, 
Yusuke ASAI, Takeo ICHIKAWA, Yasushi TAKATORI, 
and Masato MIZOGUCHI
� Vol.E98-B,¾No.10,¾pp.1969–1977,¾Oct.¾2015.

受賞理由：無線 LAN のようにアンライセンスバンドで
CSMA/CA を用いた無線システムでは端末数の増大により
隠れ端末問題が深刻になり伝送速度が大幅に劣化するとい
う課題がある．本論文では，ライセンスバンドの制御チャ
ネル経由で得られたダウンリンクパケットの受信情報を基
に，各端末が受信タイミングを推定し，アンライセンスバ
ンドのアクセス権取得を行う方法を提案している．隠れ端
末問題は，CSMA/CA を用いた無線通信システムにおい
て，いまだに決定的な解決方法が提案されていない深刻な
問題であり，本論文における提案システムは，この問題の
一つの有効な解決方法を提示している．提案システムはア
ンライセンスバンドとライセンスバンドが連携するという
考えにより隠れ端末問題を回避する方法であり，本論文は
斬新なアイデアに基づいた新規性の高い論文である．また，
シミュレーションによる性能評価及び得られた結果に対す
る考察が十分になされているだけでなく，論文の構成は簡
潔かつ丁寧に記述されており，高い信頼性と了解性を有す
る．以上の理由により，本論文は Best Paper Award とし
てふさわしい論文であると判断した．

“ BotProfiler: Detecting Malware-infected 
Hosts by Profiling Variability of Malicious 
Infrastructure”
Daiki CHIBA, Takeshi YAGI, Mitsuaki AKIYAMA, 
Kazufumi AOKI, Takeo HARIU, and Shigeki GOTO
� Vol.E99-B,¾No.5,¾pp.1012-1023,¾May¾2016.

受賞理由：本論文では，テンプレート型のマルウェア検出手
法において正常な通信を誤って検出してしまうという問題
に対応するため，マルウェアが攻撃手法を再利用する特徴
を捉えてテンプレートを作成する手法を提案している．本
論文では，同一の学習データと通信データを用いて同様な
テンプレート型のマルウェア検出手法である既存手法との
比較実験を行い，提案手法の有効性及び限界点を示し，提
案手法を適用する際に考慮すべき点を明らかにしている．
提案手法により構築されるテンプレートの検出率及び誤検
知率は比較対象と比べて優秀である．テンプレートの賞味
期限が 1，2 か月程度と短いことが限界点として示されて
いるが，再構築に必要な時間が数十秒と十分に短いことな
ども示されており，現実的には高い性能を維持できる有効
性の高い手法である．また，論文の了解性は高く，分野外
の技術者・研究者にも理解しやすい構成となっている．以
上の理由により，本論文は Best Paper Award としてふさ
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わしい論文であると判断した．

“ Contact Duration-aware Epidemic 
Broadcasting in Delay/Disruption-Tolerant 
Networks”
Kohei WATABE and Hiroyuki OHSAKI
� Vol.E98-B,¾No.12,¾pp.2389-2399,¾Dec.¾2015.

受賞理由：本論文では，DTN のメッセージ転送技術であるエ
ピデミックブロードキャストにおいて，低転送遅延を保ちつ
つ，メッセージの転送量を削減するための方式を提案してい
る．提案方式では，メッセージの転送効率を高めるため，す
れ違いのタイミングをそれぞれのノードが計算し，複数の
ノードに同時に転送できるよう意図的に転送タイミングを遅
らせる．その際，既存の方式では必要であったパラメータ調
整が不要であるという利点を有する．提案手法は，単純かつ
明快なアイデアに基づいた新規性の高い手法となっている．
また，シミュレーションを用いて多くの観点から丁寧に性能
評価がなされており，提案手法の有効性について高い信頼
性を有する．以上の理由により，本論文は Best Paper 
Award としてふさわしい論文であると判断した．

“ Accelerating the Performance of Software 
Tunneling using a Receive Offload-aware 
Novel L4 Protocol”
Ryota KAWASHIMA and Hiroshi MATSUO
� Vol.E98-B,¾No.11,¾pp.2180-2189,¾Nov.¾2015.

受賞理由：本論文では，ネットワーク仮想化において重要な
役割を果たす L2-in-L3 トンネリングの高性能化を新しい
L4 プロトコルを提案することで実現している．本論文で
は，同様な機能を持つ既存方式に対する著者らの研究成果
から，受信時における 2 段階の pre-reassembly に高速化
のポイントがあることを示しており，丁寧な検討に基づく
有効性の高い手法を提案している．提案方式を実装して，
既存のその他のプロトコルとの比較実験により，提案方式
の有効性を示しており，論文中に擬似コードを示す等，そ
の信頼性も高い．また，論文は平易で分かりやすく書かれ
ており，了解性にも優れた論文である．以上の理由により，
本論文は Best Paper Award としてふさわしい論文である
と判断した．

■	Best	Tutorial	Paper	Award
“ Massive MIMO Technologies and Challenges 
towards 5G”
Haralabos PAPADOPOULOS, Chenwei WANG, 
Ozgun BURSALIOGLU, Xiaolin HOU, and Yoshihisa 
KISHIYAMA
� Vol.E99-B,¾No.3,¾pp.602-621,¾March¾2016.

受賞理由：本論文は，第 5 世代無線通信システムあるいは更

に将来の無線通信システムにおいて必須技術と考えられて
いる Massive MIMO 伝送技術の要素技術，実装技術，更
には標準化動向についてのサーベイ論文である．Massive 
MIMO 技術の理論については，その原理から丁寧に説明
されており，チュートリアル論文としても優れた論文であ
る．参考文献数も豊富であり，この分野の高い専門性を有
していない研究者もこれらの文献から Massive MIMO 技
術の原理から最新動向までをたどることができる．以上の
理由により，本論文は Best Tutorial Paper Award とし
てふさわしい論文であると判断した．

4 ComEX
 IEICE Communications Express（ComEX） に お け る

Best Letter Award の選出は今回で 4 回目である．今回の対
象は 2015 年 10 月 1 日〜2016 年 9 月 30 日の間に掲載され
たレターである．

レター賞選定にあたっては，査読時に査読委員や編集委員
によって推薦されたものに加え，正員並びに編集委員から推
薦を募った．ComEX がカバーする技術分野の中から，セン
サネットワーク，ネットワーク制御，アンテナ指向性制御，
電波伝搬エミュレーション，ミリ波伝送，通信用電源制御な
どに関する優れたレターが候補として挙げられた．審査査読
の結果に基づき ComEX 編集委員会にて慎重に議論し，受賞
候補 1 編，次点 1 編を選定した．通信ソサイエティ編集会
議での審議を経て，以下のレター 1 編が ComEX Best 
Letter Award に選定された．

“ A method of controlling the base station 
correlation for MIMO-OTA based on Jakes 
model”
Kazuhiro HONDA and Kun LI
� Vol.¾5,¾No.¾9,¾pp.¾297-302,¾Sept.¾2016.

受賞理由：端末 MIMO アンテナ評価用の OTA システムにお
いては，これまでは基地局アンテナの相関係数を反映させ
ることができなかった．本レターでは，古典的な Jakes モ
デルに基づいて散乱体に相当するプローブアンテナと基地
局アンテナ間の相関係数を与えることにより，新たに基地
局相関を端末評価に反映する方法を提案している．また，
限られた紙面の中で実証実験とそれに基づくシミュレー
ション評価がなされており有効性も確認できる．以上より，
新規性・有効性の両面でレター賞にふさわしいと判断した．

ComEX の Web ページでは掲載レターに関して現時点で
アクセス制限を設けていない．受賞レターや Advanced 公
開レターを含め自由に閲覧できるので，この機会に是非，下
記 URL へアクセスして頂きたい．

http://www.comex.ieice.org/
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通信ソサイエティの研究会の更なる発展に向けて
�通信ソサイエティ副会長（研究会担当） 石原智宏

Tomohiro Ishihara

皆さんは，本会の研究会に発表や参加をしたことが
ありますか？  筆者は，通信ソサイエティに属す

る研究会の運営を束ねる研専運営会議の議長をしてい
ます．ここでは，通信ソサイエティの研究会の歴史や
現状について説明し，本年度から実施している研究会
運営の大きな改革についてお話します．

本会の研究会は，研究専門委員会（略称：研専）とい
う組織で運営されており，通信ソサイエティには，21 の
研究専門委員会，7 の特別研究専門委員会（6 月 1 日か
ら時限研専から特別研専に改称しました）があり，それぞ
れ研究会を開催しています．研究会には，第一種研究会
と第二種研究会があります．第一種研究会は，共通の形
式で開催され，技術研究報告（略称：技報）を発行して
います．第二種研究会は，各研専で自由な形式で開催し
ています．なお，通信ソサイエティでは設置されていませ
んが，ソサイエティが開催する第三種研究会という形態
もあります．

研究会は，本年 100 周年を迎える本会の中でも，初期
の頃から開催されていたようです．昭和 16 年（1941 年）
には，研究会を束ねる技術委員会ができたとのことです
からその前から活動があったようです．昭和 60 年（1985
年）からは研究組織委員会が運営を担い，平成 7 年（1995
年）には各ソサイエティに運営の責任が移りました．通
信ソサイエティでは，平成 17 年（2005 年）から研専運
営会議を組織し運営しています．

現在，通信ソサイエティに属している研専では，アンテ
ナ研究専門委員会が昭和 29 年（1954 年）に活動を始め
たのが最も古いようです．そこから 60 年超を経て，現在
は前述のように 21 の研究専門委員会，7 の特別研究専門
委員会が活動しています．これらの研究専門委員会では
延べ 1,000 名を超える方々が，委員長，副委員長，幹事，
幹事補佐及び専門委員として，研究会活動を支えていま
す．学会の中での研究会という活動は大変ユニークなも
ので，IEEE など海外の学会では見られないようです．研
究会の発表は形式こそ論文と同様ですが，技報に掲載さ
れているものは論文ではなく議論のための技術資料とい
う扱いになります．ですから，研究として完成されたもの
だけでなく，新たな構想，問題提起，研究途中の状況，
各種の解説など，自由に発表して頂くことができます．

通信ソサイエティの研究会では，毎年 2,800 件（共催
の他ソサイエティ，他学会分を含む）を超える発表が行
われ，非常に活発な活動となっています．一方，研究会
活動の収入源である技報の売上（年間予約）はここ 25
年毎年減少を続けています．そのままでは，将来的に研
究会の運営が困難となるので，通信ソサイエティでは大

きく制度を変えることにしました．
今回の制度変更の柱は，技報は冊子体の発行をやめ電

子版のみとする，研究会の参加を有料とする，の二点です．
技報を電子版だけにするのは，多くの学会の出版物が電
子版だけになっていること，利用者の利便性も向上する
こと，更には印刷をやめることによる大幅なコスト削減が
図れるためです．長い歴史を持つ冊子体を廃止すること
については，これまで長い間議論があり様々な御意見が
ありましたが，研究会制度を長く継続するための改革とし
て，今回大きな決断をしました．また研究会は長年参加
費無料とされてきましたが，参加される方にも研究会を支
えて頂き，長くこの活動が続けられるようにと有料にさせ
て頂くことにしました．

研専運営会議での議論を重ねた結果，新しい制度は，
下記のようになりました．
（1）  研究会会場での冊子体技報の配布はありません．

代わりに【技報オンサイトビュー】を通じて電子版
をダウンロードして頂きます．

（2）  研究会参加には，参加費が必要となります．参加
費が割引となる年間登録制度を提供していますの
で，是非御利用下さい．

（3）  発表される方には掲載料を御負担頂きます．
ここまでは，本年度（2017 年 4 月）の研究会から実施

しています．
（4）  来年度（2018 年 4 月）から，通信ソサイエティの

技報では冊子体の発行がありません．代わりに電
子版の【技報アーカイブ】サービスを提供致します．

詳しくは下記 URL の説明を御覧下さい．
http://www.ieice.org/cs/jpn/kensen/special/e_

gihou/e_gihou.html
これらの施策は，2014 年度から議論し，2016 年度の

トライアルを経て，本年から本格実施となったものです．
このような運営改革を行ったのは，本会の活動の大き

な柱である研究会を，今後も継続し，更に活性化できる
ようにするためです．活性化に向けては，参加される方に
魅力がある研究会とするべく，ワークショップ，チュート
リアル，コンテスト等の併催，研専／ソサイエティ／学会
横断の研究会にて異なるコミュニティの方との交流推進，
海外開催による国際化など，各研専で工夫して様々な活
動を行っています．

活気ある研究会には，多くの皆様の参加が必要です．
下記 URL にあります通信ソサイエティの研究会一覧

http://www.ieice.org/cs/jpn/techg/list.html
から，気になる分野の研究会の開催予定を確認の上，是
非御参加下さい．

巻 末 言

Afterword
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小特集  スマートフォンから 
見る ICT 技術

私の技術者歴  遠藤信博

開発物語： 絵文字はどのようにして生まれ，世界に広がっていったのか？
街 plus 探訪： フィンランド，オウル
技術と制度のおはなし： 情報通信分野の研究活動を応援する競争的資金

制度について
子どもに教えたい通信のしくみ： 個人の情報とコンテンツを守る仕組み

 ……他，御期待下さい

今回の小特集は「知られざる業務無線」でした．いかがでし
たでしょうか．編集を担当することで，業務無線の技術が，
防災，交通，そのほか，多くの社会インフラを支えている，
ということを再認識できました． （Y.A.）

最近，一眼レフカメラを購入し，親バカのように子供の写
真を撮っています．カメラには無線LANが付いているので，
そのままスマホへ転送すれば簡単に閲覧できて便利．次の
ボーナスは無線機能付きのプリンタを狙います． （S.T.）

今回は開発物語を担当させて頂きました．快く御執筆をお引き
受け頂くとともに，将来を見越した技術実現に向けた大型開発
における当時の御苦労等，貴重なお話を伺う機会にも恵まれま
した．大変感謝申し上げます．ありがとうございました． （T.M.）

編集委員 3 年目となりました．本マガジンを通信の観点
を大事にしつつも通信の枠にとらわれず，気軽に読んで
頂ける雑誌にしていけたらと思っています．今後とも御
愛読頂けますようよろしくお願い申し上げます． （R.K.）

防災・減災を支える情報通信技術に関する記事を担当しまし
た．災害への対策は技術の進歩だけでなくそれを利用する側
の正しい知識も重要であるという認識が少しでも多くの方々
に伝わることを願っています． （M.S.）

今回の「若者よ，世界に出よう！」コーナーは留学生で
なく，既に日本で職に就かれている方に執筆をお願いし
ました．国を跨いだキャリア形成として参考になると思
います．是非御一読下さい． （K.I.）

季刊のため企画から締切など相当な期間が経過し，今回も皆
様に助けて頂きながら，編集後記にまで至ったように思いま
す．おかげさまで，良い特集・すばらしい記事ができたよう
に思います．こうした一つ一つの地道な作業を紡いで，マガ
ジン誌がまた一つ出来上がってよかったです． （K.K.）

私たちの生活を支える鉄道や航空用，安全を守る防災用
の業務用無線システムには，それぞれに特有の用途があ
り，興味深い内容となっています．9 月 1 日は防災の日
です．時節に合った特集に参加できてよかったです． 
 （K.H.）

編集委員長 岩井誠人

編集副委員長 羽多野裕之 吉村直子

編集委員
明星慶洋� 有馬卓司� 石橋圭介� 井上和弘

鎌倉浩嗣� 久保亮吾� 後藤 薫� 小林亜樹�

齋藤康弘� 笹部昌弘� 鈴木健治� 田久 修�

谷 重紀� 登内敏夫� 橋本尚久� 畑本浩伸�

平野拓一� 福元徳広� 古川智章� 真鍋哲也

山田 曉� 山中仁昭� 湯田泰明



電気太郎（正員）
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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．

アレシボ望遠鏡との出会いは，幼少期に偶然目に

した一枚の写真であった．「宇宙とのコンタクト」と

題されたその写真は，今でもギラギラと頭の中で輝

いている．

「アレシボ電波望遠鏡」は，プエルトリコにある．

赤道に近く，主鏡が球面であり，自らも電波を発す

る多才なアンテナである．

幼少期以来，時折訪れる偶然に導かれ，ALMA望

遠鏡や電離圏プラズマバブル観測機器の開発などに

関わり，いま正に，あのアレシボ望遠鏡を直にこの

目で見つめている．

平成 29年の正月休みは，高速電波バーストの発

生源を突き止める研究成果の報道とともに明けた．

あの一枚の写真が放つ何かをキャッチした私は，

未来の技術と人に影響という電波を放射している．

この写真が，未来を輝かせる新たな電波を放つ人々

へ届くことを願って．

42The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

電波による宇宙とのコミュニケーション
～アレシボ電波望遠鏡～

松永真由美（正員：シニア会員）
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