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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．

スリランカの最大都市コロンボに建設中

の地上デジタル放送用タワーで、ロータス

タワーと呼ばれている。タワーの高さは

350 ｍ、東京スカイツリーには及ばないが、

南アジアで最も高い電波塔を標ぼうする。

最上階からは、南北に弧を描くインド洋沿岸、

西方に広がる水平線、東方には、中央の山

岳地帯が広く見渡せる。

このタワーの上部アンテナ（送信出力

5kW）から送信される放送電波で、コロンボ

市を中心とする西部州（奈良県ほどの面積）

をカバーすることができる。タワー自体の

建設は、中国の借款により、中国が行って

いるが、スリランカの地上デジタル放送ネッ

トワークの建設とルパバヒニ国営放送局の

システム更改は、国際協力機構（JICA）の約

137 億円を上限とする円借款と技術協力に

より実施される。

本号が出版される頃には、試験放送の電

波が発射されていることであろう。ところで、

この写真を見て、「蓮の花」を連想される方はいかほどいらっしゃるだろうか。敬けんな仏教徒が多い国なら

ではの建築物である。

46The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

スリランカに建設された
地上デジタル放送用タワー 山口典史（正員）

論文の書き方講座開催のお知らせ

天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂くた
めに、２０１８年ソサイエティ大会（会場：金沢大学）において、論文の書き方講座
を下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継
続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大学
あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

一般社団法人  電子情報通信学会

通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１．日時：2018 年 9 月 12 日（水）10:00～11:45

２．場所：金沢大学　自然科学本館　1Ｆ　105 講義室

３．プログラム：

　（1）論文の書き方　　　 　　　　  塩川　茂樹（神奈川工科大学）

　（2）英文論文の書き方のポイント   岡田　啓（名古屋大学）

４．定員：110 名

５．聴講費用：無料
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Bplus46_H1234_CC2017_四永.indd   2-4 2018/08/08   15:49



ⓒ電子情報通信学会2018

2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会（以下「2020 年東京大会」）に向けて，
スポーツ関連の各種インフラ整備や選手強化が進められています．総務省発行の平成 27 年版情報通信白書
では，2020 年東京大会が「我が国の 2020 年以降の持続的な成長の実現に向けた非常に重要な機会であり，
世界各国への我が国先端 ICT の貴重なショーケースの場となる」としており，2020 年東京大会において最
先端の ICTの利活用が期待されています．では，スポーツと ICTにはどのような関わりがあるでしょうか？
まず，「技術向上や記録更新のための ICT」があります．例えば，戦術検討やトレーニングにおける ICT

の活用が挙げられます．IoT（Internet of Things）デバイスをはじめとした各種 ICT機器により選手の様々
な情報を簡単に取得できるようになりました．また，機械学習などにより取得したデータの自動解析も現実
のものとなってきています．スポーツにおける技術向上や記録更新の裏には，ICT に根差したスポーツ科学
の進展があると言えるでしょう．ほかにも，「チーム運営や観戦のための ICT」があります．例えば，チーム
スポーツにおいては，選手管理や資金運用を効率的に行うことが求められます．また，私たちの多くはテレ
ビ中継を通してスポーツを観戦します．御存じのように，家に居ながらにしてスタジアムで観戦しているよ
うな臨場感を得るためには，映像・音声情報の保存・再生技術に加えて通信ネットワーク技術の進展が欠か
せません．
本小特集では，2020 年東京大会を前に，「技術向上や記録更新のための ICT」及び「チーム運営や観戦の

ための ICT」に関する話題を幅広く御紹介頂きます．まず，2020 年東京大会に向けた政策的な観点からオリ
ンピック・パラリンピックと ICT の関わりについて解説して頂きます．次に，「技術向上や記録更新のため
の ICT」として，競技スポーツにおける ICT 活用のニーズを考慮した各種機器の開発，人間拡張工学に基づ
いた新しいスポーツであるサイバスロン，IoT ／センサ技術を用いたスポーツ分析とスポーツ医学への展開
について解説して頂きます．更に，「チーム運営や観戦のための ICT」として，トラッキングデータとセイバー
メトリクス指標を用いた米国のメジャーリーグ（野球）における投手の能力評価手法，スポーツ中継におけ
る映像制作技術や 4K・8K放送技術について解説して頂きます．
スポーツ科学の進展により，スポーツと ICT は切っても切り離せない関係になっています．また，スポー

ツ競技を盛り上げるためにも ICT の利活用は欠かせません．2020 年東京大会に向けて，改めてスポーツに
おける ICT の役割を考えてみてはいかがでしょうか．本小特集がスポーツと ICT との関わりについて考え，
現代スポーツへの理解を深める一助となれば幸いです．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ 　久保亮吾
Ryogo Kubo

スポーツとICT

小特集編集チーム
久保亮吾，井上和弘，鎌倉浩嗣，田久　修， 

平野拓一，福元徳広
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1. まえがき

皆さんが持っているスマートフォ
ンやタブレットなどは，無線通信シ
ステムを通じてネットワークにつな
がっています．それらに搭載されて
いる無線通信システムはディジタル
変復調により情報を送受信していま
す．本稿ではディジタル変調・復調
の基本的な概念について説明しま
す．

2. 無線通信

無線通信システムでは搬送波とい
う電気の波を発振器で生成し，その
波を変形した後，電波として送信し
ます．信号の波形を送信する情報に
合わせて変形することを変調，変形
した波形から送信された情報を取り
出すことを復調といいます．

3. ディジタル変調方式

ディジタル変調の概念図を図 1
に示します．送信機では｛0,1｝で
表された情報に対応した２レベルの
信号（ベースバンド信号）を変調回
路に入力します．情報｛0,1｝を表
す方形の電気信号をシンボル，
｛0,1｝が切り換わる時間をシンボル
長といいます．また発振器から電気
信号の波（搬送波信号）も変調回路
に入力されます．変調回路は情報信
号に合わせて搬送波信号の波形を変
形します．変調した搬送波信号はア
ンテナから電波として送信されま
す．電波の山と山（若しくは谷と
谷）の時間間隔を１サイクルとい
い，１秒間にある地点を通過する波
の数を周波数といいます．
図2は代表的なディジタル変調の
様子です．ここでは見やすいよう
(a) のように情報信号の１シンボル
長に搬送波が３サイクル変化すると

し，また各シンボルは｛0,1｝のど
ちらかを表すと仮定しています＊1．
図 2(b) は振幅変調といい，情報信
号に合わせて搬送波信号をオン，オ
フします．(c) は位相変調といい，
情報信号によって搬送波信号の波形
を反転させます．(d) は周波数変調
といい，情報信号に合わせて搬送波
信号の周波数を変化させます．

4. ディジタル復調方式

図 3に位相変調信号のディジタ

ル復調の概念図を示します．受信機
ではアンテナで受信された位相変調
信号を，増幅回路によってその振幅
を大きくした後に乗算回路に入力し
ます．また受信機では送信機の搬送
波信号と同じ周波数の電気信号
（ローカル信号）を発振器によって
生成し，乗算回路に入力します．乗
算回路の出力は低域フィルタ回路を
通ります．低域フィルタ回路は電気
信号の変化を滑らかにし，電気信号
波形を平均化する効果があります．
図 4に位相変調信号ディジタル

慶應義塾大学理工学部　眞田幸俊
Yukitoshi Sanada
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図2　ディジタル変調の様子
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図1　ディジタル変調の概念図

＊1　 実際の無線通信では数百サイクルあります．
また１シンボルで三つ以上の複数の情報を表
す場合があります．
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OFDM 信号の概念図を示します．
OFDMではサブキャリヤと呼ばれ
る搬送波信号を多数用い，各サブ
キャリヤを独立に位相変調や振幅変
調することによって大量の情報を送
信します．各サブキャリヤの周波数
成分は重なってしまいますが，特定
の周波数間隔にサブキャリヤを設定
すると受信側でそれらを分離するこ
とができます．
OFDM信号はシンボル長が伝送
する情報の量に対して長いため，電
波の伝搬路による受信信号のひずみ
に強いなどの特徴があります．どう
いうことかというと，電波は送信機
からいろいろな経路を通って受信機
に到達します．中には遠回りして受
信機に到達する場合もあるので，音
波のエコーのような現象が起きま
す．そのようなときはシンボル長を
長くしてゆっくり情報を送らないと
うまく伝わりません．一方で無線通
信システムはできるだけたくさんの
情報を送らないといけないので，
OFDMでは搬送波信号を多数用い
て同時に情報を伝送するわけです．
最近のスマートフォンやタブレット
に搭載されている無線通信システム
ではOFDMを使って情報を伝送し
ています．

6. むすび

本稿ではディジタル変復調の基本
的な概念について説明しました．実
際のディジタル変調器・復調器にお
いては増幅回路やフィルタ回路など
様々な回路が必要になります．また
受信機では電波の位相やシンボル波
形のタイミングなどを受信した電波
から推定する必要があります．更に
本稿では雑音や伝搬路のひずみにつ
いては考慮しませんでした．これら
の影響とその対策についてはもっと
専門的な書籍に説明を譲ることにし
ます．

5. 周波数分割多重

図 5に示したようにディジタル
変調信号は周波数成分の時間変化で
表すとかまぼこ形をしています＊2．
これを周波数軸において一定間隔で
多重化し情報を並列に伝送する方式
を直交周波数分割多重（Orthogonal 
Frequency Division Multiplex-
ing：OFDM）といいます．図 6に

復調の様子を示します．受信機では
(b) のような受信位相変調信号と
(c) のローカル信号を乗算し (d) の
乗算回路出力を得ます．この波形を
低域フィルタ回路に通すことによっ
て電気信号が滑らかになり，(e) の
ように送信側のベースバンド信号と
同じような波形を得ることができま
す．（ほうら，最初の信号のように
元どおりになったでしょ．）
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図4　ディジタル復調の様子
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図3　ディジタル復調の概念図

波

サ キ リ

サ キ リ サ キ リ サ キ リ サ キ リ

図6　直交周波数分割多重の概念図

波

波 分

ディ タル変調波

波

図5　ディジタル変調信号の周波数成分

＊2　 実は時間波形の四角い形は，周波数の異なる
複数の波の形を重ね合わせて作ることができ
ます．図 5のかまぼこの真ん中で高さが高い
のはその周波数の波の成分が大きいこと，端
に行くほど高さが低いのは波の成分が小さい
ことを表しています．

子どもに教えたい通信のしくみ　　ディジタル無線通信の変復調のキホン



1 2020年に向けた社会全体の
ICT化推進

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」（以下「2020 年東京大会」）は，我が国全体の祭典
であるとともに，ICT（情報通信技術）を世界に発信す
る絶好のチャンスとして期待されている．

総務省では，2020 年東京大会及び 2020 年以降の我
が国の持続的成長も見据えて，社会全体の ICT 化推進

のため，2014 年 11 月から「2020 年に向けた社会全体
の ICT 化推進に関する懇談会」（座長・岡　素之住友商
事相談役）を開催している．

2015 年 7 月には，本懇談会において，2020 年東京
大会を盛り上げるとともに，大会を契機に日本の最高水
準の ICT 環境を世界に発信し，更に大会以降の日本の持
続的成長を促すことを目的とした「2020 年に向けた社
会全体の ICT 化アクションプラン（第一版）」を取りま
とめ，公表した．本アクションプランでは，高度な ICT

図1　2020年に向けた社会全体の ICT化アクションプラン　概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会（第7回）配付資料『【資料7－ 3】アクションプランの進捗状況』

　URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000493128.pdf（閲覧日 2018年 5月 8日）
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 飯倉主税　Chikara Iikura　総務省



利活用及び世界最高水準の ICT インフラにより世の中の
「壁」を取り除くことなどを目指す，2.以降に詳述する
八つの分野ごとのアクションプランと，二つの分野横断
的なアクションプランから構成されている（図 1）．

2 分野別アクションプラン
2.1　 ICTを活用した多言語対応（「グローバルコミュ

ニケーション計画」の推進）
訪日外国人対応において課題となっている「言葉の

壁」をテクノロジーで乗り越える取組として，例えば日
本語を吹き込むと，他の言葉に翻訳してくれるような多
言語音声翻訳システムの開発を行っている．このシステ
ムをスマートフォンアプリ「VoiceTra」として一般に
公開し技術を広く試用できる環境を整えているほか，シ
ステム自体の翻訳精度を実用レベルに引き上げ，実際の
社会で利用する上で不可欠な雑音抑圧技術等の研究開発
を，病院，商業施設，観光地等での実証実験を行いなが
ら実施する施策を 2015 年度から実施している．同技術
は広く民間企業等にライセンスをすることで技術移転を
実施しており，個別ニーズに応じてカスタマイズした翻
訳システムやウェアラブル（身に付けられる）翻訳シス
テム等の製品・サービスが生まれるなど，ビジネス化が

進展しつつある．これらの取組を継続し，研究開発では
訪日外国人客が多く使う 10 言語 ＊ 1 で実用レベルの翻訳
精度を実現し，実際の社会で使う上で必要不可欠な各技
術を確立させていくほか，更に広く技術移転を行うこと
で民間企業等による製品・サービス化を促進していく予
定である（図 2）．

2.2　ディジタルサイネージの機能拡大
2020 年東京大会に向けて，訪日外国人に対するきめ

細やかな情報提供が求められており，その情報提供手段
として，ディジタルサイネージの活用が期待されてい
る．総務省では，現状では，同一コンテンツを異なるサ
イネージシステムへ配信することが困難であることなど
を踏まえ，ディジタルサイネージの標準化を推進してい
る．

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム
（DSC）では，2016 年 4 月に「デジタルサイネージ相
互運用ガイドライン（1.0 版）」を策定した．同ガイド
ラインでは，災害・観光情報等の一斉配信やスマート
フォン連携，言語等の属性に応じた情報提供の機能実装

 ＊1 日本語のほか，英語，中国語，韓国語，タイ語，イン
ドネシア語，ベトナム語，ミャンマー語，フランス語，
スペイン語．

図2　多言語音声翻訳技術の研究開発について　（出典：総務省作成）
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に向けた指針を提示している（図 3）．
2016 年度の「IoT おもてなしクラウド事業」では，

同ガイドラインに基づき設置されたディジタルサイネー
ジにより，複数地域における災害情報等の一斉配信や言
語等の個人の属性に応じた情報提供の実現等の実証を実
施した．DSC では，実証の結果を踏まえ，2017 年 5
月に同ガイドラインの改訂版（第 2 版）を策定した．

今後，同ガイドラインに沿ったディジタルサイネージ
の普及展開を推進するとともに，ITU-T（国際電気通信
連合の電気通信標準化部門）や国際標準化団体 W3C を
通した国際標準化を目指す．

2.3　オープンデータ利活用環境の整備（公共交通事情等）
国，自治体によるオープンデータの推進は，新事業・

新サービスの創出，行政サービスの高度化等を実現し，
地域の経済活性化，課題解決等に寄与するものと期待さ
れている．政府は 2020 年度までに，自治体のオープン
データ取組み率 100％とする政府目標を掲げている．

2020 年東京大会においても，公共交通情報をはじめ
とするオープンデータの利活用により，例えば膨大な数
の訪日外国人や観光客等のスムーズな移動の実現等に大
きく寄与することが期待される．総務省ではこれまで，
2016 年度にオープンデータを活用した訪日外国人への

観光情報等発信モデルの実証事業等を実施するなど，
オープンデータの利活用推進に取り組んでいる．

今後，これまでの取組を踏まえ，「公共交通オープン
データ協議会」や，「一般社団法人オープン＆ビッグ
データ活用・地方創生推進機構」と連携し，オープン
データの利活用を促進する環境の整備等に取り組んでい
く（図 4）．

2.4　放送コンテンツの海外展開の促進
「放送コンテンツの海外展開」は，日本の技術，産業，

図3　ディジタルサイネージによる災害情報発信
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会幹事会（第9回）配付資料『【資料9－4】横断的アクションプランの具体化』

URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000450472.pdf（閲覧日 2018年 5月 8日）

図4　東京公共交通オープンデータチャレンジ
出典：東京公共交通オープンデータチャレンジHP

URL：https://tokyochallenge.odpt.org/ から総務省作成．
（閲覧日2018年 5月 8日）
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地方の魅力などを分かりやすく伝
えるだけでなく，周辺産業と連動
して展開することによって，外国
人観光客の誘致，地域経済活性化
への貢献といった様々な分野への
波及効果が期待されている．

総務省では，これまで，放送コ
ンテンツを制作する民間事業者等
と，観光業，地場産業等の関係者
が幅広く協力し，日本の魅力を発
信する放送コンテンツを制作，発
信する取組み等を支援する事業を
実施してきた．

放送コンテンツの海外展開につ
いては，「2018 年度までに放送
コンテンツ関連海外市場売上高を
現在（2010 年度 66.3 億円）の
約 3 倍（約 200 億円）に増加さ
せる」ことを目標としていたが，2015 年度に 3 年前倒
しでこれを達成したことを受け，「2020 年度までに放
送コンテンツ関連海外売上高を 500 億円に増加させる」
ことを新たな目標に掲げ，取組を一層強化している（図
5）．

2.5　無料公衆無線LAN環境の整備
公衆無線 LAN は，2020 年東京大会に向けて増加が

予想される訪日外国人からの Wi-Fi 環境に対するニー

ズが高い，災害時に電話回線がふくそうのために利用で
きない場合でも効果的に情報を受発信できる通信手段と
して有効である，といった側面から，早急な整備が求め
られている．

総務省は，2018 年 1 月に「防災等に資する Wi-Fi 環
境の整備計画」を更新した．この整備計画に基づき，防
災拠点等における無料公衆無線 LAN 環境の整備を推進
し，2019 年度までに，官民が連携しながら，約 3 万箇
所の整備を完了することを目指す（図 6）．

図5　放送コンテンツの海外展開の促進　（出典：総務省作成）

図6　防災等に資するWi-Fi 環境の整備計画（概要）
出典：「防災等に資するWi-Fi 環境の整備計画」（平成30年1月更新）

URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000530300.pdf から総務省作成．
（閲覧日2018年 5月 8日）
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また，総務省が 2016 年 2 月から 4 月に実施した無
料公衆無線 LAN サービスの簡素化・一元化に関する実
証実験の成果を踏まえ，同年 9 月に「一般社団法人公
衆無線 LAN 認証管理機構」が設立され，同機構が実用
化した認証方式を利用したサービスが同年 10 月に関西
広域連合で開始されている．

2.6　第5世代移動通信システム実現に向けた取組
第 5 世代移動通信システム（5G）は，「超高速」だけ

でなく，「多数接続」，「超低遅延」といった特徴を持つ
次世代の移動通信システムであり，本格的な IoT（‘ も
の ’ のインターネット）時代の ICT 基盤として，早期
実現が期待されている．総務省では，2020 年の 5G の
実現に向け，要素技術を確立するための研究開発・総合
実証試験の推進（図 7），国際的な標準化活動を推進す
る観点からの国際連携の強化，5G 周波数の具体化と技
術的条件の策定などに取り組んでいる．2017 年度から
は，5G 実現による新たな市場の創出に向けて，具体的
な利活用を想定した，様々な分野の関係者が参加する六
つの実証プロジェクトを，東京だけでなく地方において

も実施している．総務省としては，
2020 年の 5G 実現を目指し，交
通，医療，防災をはじめ，具体的
な利活用が期待される様々な業界
と連携しながら，これらの取組み
を加速していく．

2.7　4K・8Kの推進
4K・8K の推進にあたっては，

グローバルな市場を創出しなが
ら，国際競争力を持って先導する
ことが必要である．そのような中，
2016 年 8 月から衛星による 4K・
8K 試験放送が開始され，2017
年 1 月には，2018 年 12 月から
の衛星による新 4K8K 衛星放送の
開始に向けて，放送事業者の認定

を行った．中でも 8K については，我が国が世界に先駆
けて放送を行っているものであり，政府としても，
2020 年東京大会における 8K パブリックビューイング
の実施に向けた取組をサポートするなど，超高精細で臨
場感あふれる映像を通して世界に日本の技術力を発信し
ていく．

また，4K・8K の普及を図るためには，魅力的な
4K・8K コンテンツの充実とともに，放送の受信に必要
な機器や視聴方法について，十分な周知・広報を行うこ
とが重要である．そこで，2017 年 4 月 14 日には，関係
団体・事業者と連携して取り組むための新たな枠組みと
して，「4K・8K 放送推進連絡協議会」を設置し，2017
年 11 月 2 日には，「4K・8K 放送に関する周知・広報計
画（アクションプラン）」を取りまとめ，公表した．
2017 年 12 月 1 日には，アクションプランに基づく取
組の一環として「新 4K8K 衛星放送開始 1 年前セレモ
ニー」が開催され，サービス名称やロゴ（図 8）の発表
のほか，推進キャラクターとして女優の深田恭子さんを
任命するなど，メディアを通した周知・広報活動を行っ
た．

加えて，総務省では，全国の過半数の世帯が加入する
ケーブルテレビについて，2017 年度当初予算にて，条
件不利地域等の自治体または第三セクタの事業者に対し
て，大容量の 4K・8K 番組の伝送に必要となるケーブ
ルテレビ網の光化を促進する補助金を新設した．

これらの普及啓発策や支援措置を組み合わせること
により，2020 年に全国の世帯の約 50% で 4K・8K が
視聴可能となることを目指す．

図8　新4K8K衛星放送　ロゴ
出典：一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）

URL：http://www.apab.or.jp/business/logo.html から引用．
（閲覧日2018年 5月 8日）

図7　5G実現に向けた研究開発・総合実証試験の推進　（出典：総務省作成）
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2.8　世界一安全なサイバー空間の実現
サイバー空間における脅威が悪質化・巧妙化し，その

被害も甚大なものとなっている昨今，官民が一丸となっ
て対策を推進することが必要である．

IoT の普及や 2020 年東京大会を控え，2017 年 10
月には，IoT に関するセキュリティ対策の総合的な推進
に向けて取り組むべき課題を整理した「IoT セキュリ
ティ総合対策」（図 9）を公表し，関係府省と連携して
必要な施策に取り組んでいる．特に，サイバーセキュリ
ティの確保を担う人材の育成については，同年 4 月，
国立研究開発法人情報通信研究機構に「ナショナルサイ
バートレーニングセンター」を組織し，実践的サイバー
防御演習（CYDER），2020 年東京大会の適切な運営に
向けたセキュリティ人材の育成（サイバーコロッセオ），
若手セキュリティ人材の育成（SecHack365）を行って
いる．このほか，2016 年 3 月に設立された一般社団法
人 ICT-ISAC と連携し，IoT 機器に関するぜい弱性調査
等を行っているほか，国内のサイバー攻撃等の情報を
ISP（インターネット接続サービス提供事業者）等の関
係者間で迅速に共有する基盤を構築している．

今後も関係府省・団体・企業の緊密な連携の下，サイ
バーセキュリティ政策を推進し，安心・安全な社会の実
現を目指す．

図10　IoTおもてなしクラウド概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会

（第7回）配付資料『【資料7－3】アクションプランの進捗状況』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_
content/000493128. pdf から総務省作成．

（閲覧日2018年 5月 8日）

図9　IoTセキュリティ総合対策（全体像）　（出典：総務省作成）
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3 分野横断的なアクションプラン
3.1　都市サービスの高度化

2020 年には 4,000 万人と見込まれる訪日外国人が快
適に滞在でき，更には日本人を含め誰もが利便性を実感
できるような「都市サービスの高度化」（図 1）実現を
目指し，交通系 IC カードやスマートフォンとクラウド
基盤等を連携し，言語等をはじめとした個人の属性に応
じた最適な情報・サービスを提供するための「IoT おも

てなしクラウド事業」（図 10）を推進している．
具体的には，クラウド上に旅行者の属性情報を登録し

た上で，１枚あれば電車，バス，タクシー，買い物など
が可能になる交通系 IC カードや，誰もが持ち歩くス
マートフォンなどと，個人の属性情報をひも付け，これ
らをトリガとして，ホテルや百貨店などで，個人に最適
な情報・サービスを提供することを目指す．

2017 年度「IoT おもてなしクラウド事業」では，
2016 年度の事業で構築した IoT おもてなしクラウドの

図11　高度映像配信サービス概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会幹事会（第10回）配付資料『【資料10－5】

高度な映像配信サービス実現に向けた実証平成28年度事業の成果及び平成29年度事業のご提案』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000488897.pdf から総務省作成．

（閲覧日2018年 5月 8日）

図12　スポーツ分野における ICT利活用の方向性（イメージ）
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会スポーツデータ利活用タスクフォース

（第1回）配付資料『資料1-3 今後の進め方（案）』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000476956.pdf

（閲覧日 2018年 5月 8日）
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機能の高度化を図るとともに，2016 年度にも行った首
都圏での実証に加え，広島県，福島県・会津若松市など
地方におけるおもてなしクラウド活用サービスの実証を
行っている．加えて，クラウド間で連携し属性情報をや
り取りする際に求められる要件や個人情報の取扱いに係
るルールの検討を行い，引き続き IoT おもてなしクラ
ウドの社会実装に向けた取組みを推進する．

3.2　高度な映像配信サービスの実現
2020 年東京大会に向け，4K・8K 及び超高臨場感技

術といった我が国の世界最先端の映像技術を組み合わせ
た高度な映像配信サービスにより，世界各国に対する
ショーケースとなるような，新しい楽しみ方，リアルな
映像体験を実現することを目指す．そして，本技術をレ
ガシーとして，地域の子供やお年寄り等の誰もが，4K・
8K で文化・芸術・伝統芸能等の映像を楽しめる環境の
構築につなげるとともに，映画館，美術館等への 4K・
8K コンテンツ配信に係るビジネス市場の活性化を図る

（図 11）．
2016 年度は，ライブ型配信やストリーミング型配信，

ダウンロード型配信といった配信方法を用いて，スポー
ツや芸術の 4K・8K コンテンツ，擬似 3D 映像を配信す
る実証実験を国内の 10 か所で実施し，BtoB（企業間取
引）の市場の創出及び社会実装に向けた課題解決方策の
検討を行った．

2017 年度は，高度映像配信サービスを構築・提供す
るための技術仕様の策定や，公共施設をはじめとする幅
広い施設において高度映像配信サービスを導入・構築す
る際に参照可能なリファレンスガイドラインの策定と
いった，高度映像配信サービスをビジネスとして開始す
るために必要な環境整備を行い，引き続き高度映像配信
サービスの市場創出及び映像配信プラットホームの社会
実装の促進に向けた取組みを推進する．

4 その他の取組
「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇

談会」では，他の関係主体等と連携してアクションプラ
ンを着実に実施していくとともに，2017 年 12 月には，
2020 年東京大会まで 1,000 日を切ったことから，
2020 年にフォーカスした五つの重点テーマ ＊ 2 について

 ＊2 「IoTおもてなしクラウド」による都市サービスの高度
化，「VoiceTra」技術の社会実装（2.1で詳述），サイ
バーセキュリティの確保（東京大会関係者向けの人材育
成），テレワーク/サテライトオフィスの推進，キャッ
シュレス化の促進．

提言を取りまとめる方向で検討を開始している．
また，本懇談会では，2017 年 3 月，スポーツ× ICT

タスクフォースを設け，ICT を利活用することで，ス
ポーツや運動がより身近なものとなり，国民の健康への
意識が醸成されることを目指すとともに，スタジアム・
アリーナをスポーツ観戦だけでなく，多様な世代が集う
地域の交流拠点となるよう，スタジアム・アリーナの機
能向上により，地域の活性化を図るための方策について
検討を行った（図 12）．

本タスクフォースでは，①スタジアム・アリーナの集
客機能・利便性の向上に向けた高速無線 LAN や 4K8K
等の高度な映像技術等の活用が図られるようにするこ
と，②感動の共有や街づくりの観点から，競技会場外で
8K 等の高度な映像技術の活用が図られるようにするこ
と，③ IoT を活用した新たなビジネス展開を促進する
ためには，分野横断的なデータ利活用を促進することが
必要であり，情報通信審議会におけるデータ取引市場・
情報銀行に関する議論の動向を踏まえつつ，スポーツ・
バイタルデータを活用して地域住民の健康増進や街づく
りが図られるようにすること，の三つについて，官民が
連携して取組みを強化することが必要といった議論がな
された．総務省としては，こうした議論を踏まえ，競技
会場の ICT 利活用や高度な映像配信技術に関する実証
等に取り組むこととしている．
（情報は 2018 年 3 月時点のもの）

飯倉主税
1995 郵政省入省．1997 南カリフォ
ルニア大留学．2005和歌山県企画部
IT 推進局情報政策課長．2008 総務
省情報流通行政局地上放送課課長補
佐．2012 総務大臣秘書官．2014 総
合通信基盤局電気通信事業部消費者
行政課電気通信利用者情報政策室長．
2015情報流通行政局地上放送課企画
官．2016情報通信国際戦略局情報通
信政策課調査官（予算担当）．2017情報流通行政局情報通信政
策課調査官（現職）．
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 1 はじめに
国立スポーツ科学センター（JISS）では，スポー

ツの競技力向上のための医科学研究と，その成果を
生かしたアスリートへの支援活動を行っている．医
科学研究はテクノロジーの支えが前提であると言っ
ても過言ではない．テクノロジーの進歩により，専
門性の高い測定機器を一般の人でも操作することが
可能になっている．その結果，アスリートやコーチ
自身が科学的データを容易に入手できる環境を作り
出していると言え，専門家を経由せず，スポーツの
競技現場に直接コミットする可能性が生まれたこと
を意味している．特に，情報通信技術（ICT）を競
技スポーツの実践現場に導入することは，競技中の
データ収集，分析スタッフからコーチへの情報
フィードバックなど競技会場でのサポート活動を効
率化するために極めて効果的である． 

しかし，競技現場では，ICT が最大限に生かされ
ているとは言えないのが現状である．理由は様々あ
るが，端的に言えば，スポーツ側（ニーズ側），テ
クノロジー側（シーズ側）の相互理解が乏しいこと
が考えられる．そこで，筆者らは，競技現場で生き
る ICT を実現すべく，競技現場での ICT 利用に関
するアンケート調査を実施した．また，トレーニン
グ支援を目的に，本調査を起点とした ICT システ

ムを開発し，競技現場への還元を目指している．
本稿は次の構成となっている．2.にて競技現場

での ICT 活用状況とニーズをアンケート調査の結
果に基づき報告する．3.において， ICT システム
の開発事例とし，JISS が推進する，競技スポーツ
向けウェアラブルセンサ「JISSBAND」の開発を紹
介する．4.では，自動解析機能付きビデオプレー
ヤ「JISSVIZ」の開発を紹介する．

 2  競技現場での ICT利用に関するニーズ調査

競技スポーツの強化やサポート活動において，ど
のような ICT が必要とされ，どのようにそれらを
導入すればよいのかを検討するために，競技スポー
ツ現場での ICT 活用状況とニーズに関する調査を
実施した（1）．

2.1　調査方法
トレーニングや競技会での ICT 利用に関するア

ンケート調査を実施した．調査対象は，競技者，
コーチ，サポートスタッフ，その他競技スポーツ現
場の関係者とした．そして，JISS が主催する各種
セミナーへの参加者，日本オリンピック委員会加盟
団体関係者，体育系大学体育系課外活動団体所属者
から回答を得た．アンケート用紙の配布及び回収は
手渡し，中央競技団体（NF）担当者を通した手渡
し，郵送のいずれかとした．回答者数は 454 名（男
性 310 名，女性 143 名，無回答 1 名）であった．
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調査項目は，トレーニングにおけるスマートデバイ
スの導入状況，映像機器の利用状況，トレーニング
に関連する情報の記録状況，インターネットからの
情報収集に関するものとした．質問数は 43 問であ
り，10 分程度で回答できる内容とした．

回答は競技者とコーチ・サポートスタッフに分
け，それぞれで集計した．また，競技レベルとし
て，国際大会出場レベルと国内大会出場レベルに分
け，回答内容を比較した．複数回答可能な質問は，
回答人数を 100% とした場合の回答数の割合を示
した．

本報告書では誌面の都合上，コーチ，サポートス
タッフ（男性 145 名，女性 44 名，無回答 1 名）
のアンケート結果の一部を掲載する．

2.2　アンケート調査の結果及び考察
2.2.1　スマートデバイスの利用について

スマートフォンなどと連携し，計測したデータが
自動的にデータベースに登録されるスマートデバイ
スの競技現場での利用状況について調査した．図１
～５に，スマートデバイス利用に関する調査結果を
示す．

スポーツ向けスマートデバイスの利用率は全体
で 36% であった．競技レベルごとでは，国内レベ
ルよりも国際レベルの方が利用率は高かった．利用
していない理由に対する回答は，「予算の問題」が
最も多く，次いで「欲しいデータを取れる機器がな
い」，「使い方が分からない」が多かった．スマート
デバイスの利用促進のためには，より安価な製品の
普及が必要であると考えられる．また，「使い方が
分からない」との回答も多いことから，スマートデ
バイスによるトレーニング・コンディション管理に
関する情報提供など，利用促進を目的とした活動も
重要である．「欲しいデータを取れる機器がない」
との回答もあることから，開発メーカなどに競技ス
ポーツが求める機能要件を提供し，新たな製品開発
につなげていくことも重要である．

利用しているデバイスの種類別では「腕時計型」
が多く，利用場面は「トレーニング時」が最も多
かった．そして，利用目的は半数以上が「脈拍測
定」のためであった．持久系トレーニングでは生理
学的運動強度のモニタリング手段として従来から心
拍数が用いられており，簡易的に測れる腕時計型デ
バイスのニーズは高いと考えられる．本結果を踏ま
え，JISS では，競技スポーツ向けウェアラブルセ
ンサ「JISSBAND」の開発を推進している（3.を
参照）．

2.2.2　映像利用について
トレーニングや競技会におけるビデオカメラ等
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図１　スポーツ向けスマートデバイスの利用状況
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図２　スマートデバイスを利用しない理由
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図３　利用しているスマートデバイス製品

63.6%

27.3%

15.9%

11.4%

4.5%

9.1%

6.8%

52.0%

16.0%

24.0%

24.0%

4.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

トレー

期 中トレー

期 中

レ ル 44 レ ル 25

図４　スマートデバイス製品を利用する場面
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図５　 腕時計型 , シャツ型のスマートデバイスで計測する
データ
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の映像関連機器の利用状況に対する集計結果を図６
～10 に示す．トレーニングや競技会での映像撮影
は，全体で 80% 以上の割合で行われていた．国際
レベルでは 92.4％とほぼ必ず行われている状況で
あるのに対し，国内レベルでは 69.4％と 20% 以上
も低かった．国内レベルでは，撮影しない理由に

「撮影する人がいない」，撮影者は「選手同士で」と
回答する割合が高かったことから，人手不足が利用
の障壁となっていると言える．それを克服するた
め，無人での映像撮影を可能にする自動追尾カメラ
や超高解像度映像からの対象物拡大といった技術は
実用段階にあるが，スポーツ利用に耐える性能や使
いやすさがあるとは言えない．調査結果を踏まえ，
JISS では，自動解析機能付きビデオプレーヤ

「JISSVIZ」の開発を推進している（4.を参照）．
映像閲覧デバイスは，「パソコン」が全体で 67%

と最も多く，「スマートフォン」「タブレット」の利
用も半数以上であった．映像撮影の目的では「動作
の確認」が最も多かった．通常，動作の良否や改善
点の確認はトレーニング中に行われることが多い．
このことより，撮影から閲覧まで，できるだけ手間
なく，素早く行える機器や仕組みが求められている
と考えられる．

2.2.3　トレーニング関連の情報の記録について
トレーニングの実施内容や体調などのコンディ

ション情報の記録実態と，それらの記録作業におけ
る ICT 導入状況に関する集計結果を図 11～14 に
示す．トレーニングに関連する情報の記録は，国際
レベルでは 69.6%，国内レベルは 59.2%，全体で
は 64% の実施率であった．一方で，記録していな
い場合の理由では「手間・時間が掛かる」が最も多
く，国内レベルでは 41.2% と特に多かった．

記録方法について見ると国内レベルでは「手書き
ノート」の利用者が 60.3% と「パソコン」，「ス
マートフォン・タブレット」などディジタル機器の
利用者に対して相対的に高く，国際レベルでは逆の
比率であった．国内レベルのコーチ，スタッフはト
レーニング記録の ICT ツールによる情報に触れる
機会が少ない可能性がある．そのため旧来の「手書
き」による記録が積極的に利用され，記録作業の手
間が掛かるため，記録自体をやめてしまう実態が考
えられる．競技レベルに関係なくトレーニング記録
を数多く蓄積することは，将来のトレーニング理論
の発展のために極めて重要である．

したがって，ICT ツールを活用することにより，
より多くの競技者，コーチ，スタッフがトレーニン

グ記録を効率的に残せるよう情報やサービスを提供
する必要がある．国際レベルでは約半数がディジタ
ル機器を利用してトレーニング記録を行っている
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図６　映像関連機器の利用状況
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図７　映像関連機器を利用しない理由
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図８　映像撮影者

77.6%

58.8%

51.8%

31.8%

30.6%

0.0%

2.4%

55.9%

48.5%

55.9%

25.0%

20.6%

0.0%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コ

タ レ ト

ス ートフ

ビデオ

レビ

レ ル 85 レ ル 68

図９　撮影された映像の閲覧に利用している機器
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図10　撮影の目的
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が，具体的な方法では，「表計算アプリ」や「メモ
アプリ」が多数であり，手書きノートの記録方法
が，ディジタライズされただけで，データの利活用
という面では不十分である可能性が高い．トレーニ
ング関連情報は記録することが目的ではなく，収集
されたデータを解析，評価しトレーニングの内容を
修正するというデータの活用が重要であるため，ス
マートデバイスなどを利用することでトレーニング
記録を自動化できる仕組みが求められる．また，記
録作業の省力化ができれば，トレーニング記録の実
施率向上も期待される．

 3  競技スポーツ向けリストバンド型ウェアラブルセンサ「JISSBAND」の開発

3.1　開発コンセプト
スマートデバイスの競技スポーツへの応用は，ト

レーニング内容を自動的に定量化し，トレーニング
計画を最適化する手段となる可能性を持っている．
しかし，実態調査により，必要なデータを記録でき
るデバイスの欠如，記録データを用いたトレーニン
グ評価と競技者の「個」に応じた情報提供環境の不
備が，現状の課題として明らかとなった．そこで筆
者らは，トレーニング過程を自動記録するセンサデ
バイスと記録データを用いてトレーニングを評価す
る AI システムを統合した，総合的トレーニング評
価システム（図 15）の構築を推進している．特に，
トレーニング内容と競技成績が定量化しやすく，そ
れらの関係性も比較的，直接的である記録系個人競
技を対象としたシステムを構築し，競技現場への導
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図11　トレーニングに関連する情報の記録状況
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図12　トレーニング情報を記録しない理由
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図13　トレーニング情報の記録方法
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図14　撮影された映像の閲覧に利用している機器

 

図15　総合的トレーニング評価システムの全体像
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入を目指している．これまでに，トレーニング評価
に 必 要 な デ ー タ を 自 動 記 録 す る デ バ イ ス

「JISSBAND」を試作した（2）．なお，一つのデバイ
スを装着するだけで，「24 時間 365 日」，トレーニ
ング及びコンディション情報の取得ができるよう，
装着負荷が少ない腕時計型タイプを採用した．

3.2　JISSBAND試作機の開発
JISSBAND の性能要件を明確にし，実装可能性

を検証するため，試作機を製作した（2）．表 1 に，
JISSBAND に搭載したセンサ種別及び性能を示す．
トレーニングの質的評価のためには，詳細な運動計
測が必要であることから，既存製品の調査結果（3）

を踏まえ，高サンプリングレートの加速度，角速
度，地磁気を含む慣性センサを搭載することとし
た．トレーニング効果を判定するためのコンディ
ション情報として，睡眠，心拍数，心拍変動，酸素
飽和度，皮膚温を計測可能なセンサを搭載した．ま
た，付加的な情報として，トレーニング時の環境情
報の計測を目的に気温，湿度，気圧センサにも対応
した．表 1 に記載の性能を満たすセンサ群やその
他電子部品（マイコン，通信用モジュール，メモ
リ，電池等）を搭載した，腕に装着可能なサイズ

（51×46×14 ㎜）の試作機（図 16）を開発した．

また，詳細なハードウェア仕様は表 2 を参照され
たい．
表 3は試作機に搭載した分析機能を示している．
運動時に用いるエクササイズモードと日常生活時に
用いる通常モードを搭載しており，ユーザはきょう
体の物理ボタンでモードの切換えが可能である．エ
クササイズモードは，筆者らが独自に開発した運動
強度推定手法や既存の脈波解析手法が実装されてお
り，トレーニング中の脈拍数や運動強度の割合，歩
数等を表示できる．通常モードでは，安静時脈拍数，
睡眠時間，睡眠効率，心拍変動，酸素飽和度といっ
たコンディションに関する項目を計測，表示するこ
とが可能である．運動強度推定手法は，試作機内の
慣性センサで取得したデータに，独自に構築した機
械学習モデルを適用することにより，スポーツの基
礎動作であるロコモーション（左右前後の並進動作、
回転動作）の有無を正答率 96.7%で 1秒ごとに判

 

図16　JISSBAND 試作機の製品写真

表3　分析機能の一覧

モード 分析機能 更新周期

エクササイズ

脈拍数 8 秒

皮膚温度 1 秒

歩数 1 秒

力学的運動強度 1 秒

生理学的運動強度 1 秒

通常

歩数 1 分

活動強度 1 分

安静時脈拍数 起床時

睡眠時間 ̶

睡眠効率 ̶

心拍変動 60 分

酸素飽和度 手動

表2　JISSBAND 試作機のハードウェア仕様

項目 仕様

サイズ 36× 26× 10 ㎜（本体のみ）

重量 20g （本体 8g，バンド 12g）

防水 IPX7 準拠

稼働時間 エクササイズモード：6時間以上，
通常モード：3日以上

通信 USB 2.0, Bluetooth LE

その他 1インチ有機ELディスプレイ，
物理ボタン，ミニUSB端子

表1　JISSBAND試作機に搭載されたセンサの性能

計測項目 計測範囲 分解能 計測頻度

3軸加速度 ± 16G 16bit 200Hz

3 軸角速度 ± 2,000dps 16bit 200Hz

3 軸地磁気 ± 4,800µT 16bit 1Hz

皮膚温度 －40～ 125℃ 0.062℃ 1Hz

気圧 300 ～ 1100hPa 0.2hPa 1Hz

湿度 0～ 100%RH 0.008%RH 1Hz

温度 －40～ 1251℃ 0.01℃ 1Hz

照度 0～ 83 Klx 20.48Klx 1Hz

脈波 緑 , 赤 , 赤外 3 波長 LED 200Hz
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定することができる．本手法により，トレーニング
負荷の把握に重要な指標であるスポーツ動作を行っ
ている際の力学的運動強度を求めることが可能であ
る．

3.3　今後の展望
今後は，本試作機を用いてデータを収集し，分析機

能の高精度化に取り組む．また，収集したデータに数
理演算処理や統計処理を適用し，スポーツ科学的視点
からトレーニングを評価可能な AI システムを開発す
る．更に，JISSBAND と AI システムを統合した，ト
レーニング・サイクルにおける「情報収集の自動化」
と「効果の最大化」する総合的トレーニング評価シス
テムを構築し，競技現場への還元を目指す．

 4  自動映像分析機能付ビデオプレーヤ「JISSVIS」の開発

4.1　背景
多くの競技スポーツ種目においてトレーニング

や競技会でビデオ撮影が行われている．撮影された
映像は，動作や戦術の確認に使われており，選手や
コーチにとって欠かせないツールになっている．
競技スポーツにおいて，映像はスポーツアナリス
トや科学者らによって詳細に分析される．それらの
分析により，選手の技術改善に必要な動作データや
チーム戦術の定量的評価値などが映像から抽出され
る．動作データの取得には科学的な手法が用いられ，
身体や用具の変位，速度，力，トルクなどの物理量
を算出することで，パフォーマンスの背後にあるメ

カニズム解明が行われる．また，蓄積された膨大な
数の映像を効率的に視聴するために，特定シーンの
抽出や映像の内容を表すタグ付けなどが行われたり
する．これら詳細な映像分析は，競技スポーツのパ
フォーマンス向上に欠かすことのできない手法であ
るが，その分析には多くの時間や労力を要すること
が多く，実際に科学的，定量的に分析される映像は
限定的である．そのため，多くの映像はコーチやア
ナリストが “目で見る ”ことによる定性的な分析対
象にとどまっているのが現実である．
近年，ディープラーニングに代表される機械学習
の発展は目覚ましく，画像や映像の処理技術により
様々な分野で作業の自動化や省力化が実現されつつ
ある．スポーツ分野においても活用が期待できる．

4.2　「JISSVIS」の概要
JISS では競技スポーツに特化した自動映像分析
機能付ビデオプレーヤである「JISSVIS」の開発を
進めている（4）．JISSVIS の主な機能は，二画面比
較再生など競技スポーツでのニーズが高い映像の視
聴機能，機械学習を含む映像処理技術を活用した自
動分析機能，分析結果を基に映像の拡大などを行う
再生支援機能，及び分析結果を映像と同期しながら
表示する可視化機能である．パフォーマンス分析に
求められる内容は，スポーツ種目や分析の目的など
によって異なる．したがって，自動分析機能は，ア
ドオン形式とし，そのスポーツで求められる分析手
法を任意に追加できる仕組みとなっている．
これまでの JISSVIS の開発においては，機械学
習を使ったオブジェクトの追跡機能を実装した．こ
れは競技中にコーチなどが撮影する映像を対象にプ

図17　JISSVIS の画面キャプチャイメージ
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レーヤ，身体部位や用具などの位置情報を映像から
抽出することを可能にする．これらの自動解析で得
られる情報を基に，映像上にマーカを描画したり（可
視化機能），特定のプレーヤだけを拡大表示（再生
支援機能）したりすることができる（図 17）．今後
は，競技スポーツに特化したシーンの自動抽出や
シーン内容の識別といった分析機能の開発を進めて
いく予定である．

 5 おわりに
アンケート調査に基づき，競技現場での ICT 活

用状況とニーズを報告した．また，実態調査を起点
としたシステム開発の事例を紹介した．本稿が，シー
ズ技術の応用を考える研究者の方，スポーツ分野で
イノベーションを起こしたいと考える企業関係者の
方に対して，特に活動の一助になることを期待する．
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 1 はじめに
近年，ロボティクス，バーチャルリアリティ，

ヒューマンコンピュータインタフェースなどの複合
領域としての「人間拡張工学」と呼ばれる研究分野
が注目を集めている．人間拡張工学 (Human 
Augmentation) は，人が持つ感覚や運動機能や技
術を補てつ・拡張・増強することを目的とする学術
分野である．人間拡張工学で目指すのは，身体の不
自由な要素を補てつするだけでなく，健常者や時に
は鍛え上げたアスリートをも超え得る機能を人に付
与することにある．
2016年 10月，スイスで最先端のアシスト技術を

身にまとうパイロット（大会出場選手）たちによる
スポーツの祭典「サイバスロン（Cybathlon）」が
開催された．義手競技，動力義足，エグゾスケルト
ン，電動車椅子，BCI ゲーム，FES自転車の各競走
から構成されたサイバスロンは，人間拡張工学の目
指すことを体現している．本稿では，サイバスロン
のあらまし，並びに人の身体的運動を支援する身体
的ヒューマンロボットインタラクション技術につい
て概説し，人間拡張工学がひらく世界を展望する．

 2 サイバスロン（Cybathlon）
2016 年 10 月 8 日，第 1 回のサイバスロン

（http://www.cybathlon.ethz.ch/） が ス イ ス・
チューリッヒ郊外のスイスアリーナで行われた（図
1）．スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETH 
Zürich）が主催である．なお，第 2回は 2020 年
に同じ場所で，5 月 2,3 日の 2 日間行われる．
2018 年１月 31 日に，参加チーム募集がアナウン
スされた．また，Cybathlon Experience という，
福祉機器関係の展示会やイベントが行われてきてお
り，ピョンチャン冬季オリンピック・パラリンピッ
クでも開かれた．
主催者の定義によれば，サイバスロンとは，ロ

ボット工学技術を含む，高度なアシスティブデバイ
スを使う障害者の競技大会である .その目的は，新
たなアシスト技術の開発を促進して，バリアを克服
することである．そして単に技術的な進歩を求める
のではなく，日常生活に有用であることを第一義と
している．そのポリシーは，以下に示す競技のレ
ギュレーションに色濃く反映されている．また，人
間とマシン，システムとの高度な連携が重要である
ため，成果については選手とデバイスの開発チーム
が同等にたたえられる．

2.1　サイバスロンの競技内容
競技内容は，義手の制御競技，動力義足による障

害物競走，エグゾスケルトン（Exoskeleton, 動
力外骨格）による障害物競走，電動車椅子による障
害物競走，BCI（Brain Computer Interface）によ
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る レ ー ス ゲ ー ム，FES（Functional Electrical 
Stimulation，機能的電気刺激による筋肉運動で麻
ひ脚を動かす）自転車レースの六つである．障害物
と課題のある競争では，完了時間に加えて，課題が
ポイント加算制となっている．課題を行わなくても
よいが，ポイントは加算されない．

2.2　義手競技
日本では，産業の現場の自動化が進み安全になっ

ているので，以前のように巻き込まれ事故等で上肢
や下肢を切断するということはまれになってきた．
現場では電動義手は少数派であり，動力を持たない
パッシブ義手の方が多く使われている．実用に供さ
れている義手は３本指が多く，見掛けが５本指で
あっても独立しては動かない．複雑なメカニズムに
するほど重く，遅く，信頼性に欠ける．どのくらい
まで自由度が低くても生活や仕事に使えるのか，あ
るいは低自由度をユーザの努力によって補うのか，
いまだ検討すべき点が多い．これを踏まえた上で，
競技の課題を見て頂きたい．

競技内容は，並び替えパズルのほか，日本ではテ
レビ番組で“イライラ棒”として知られている「ワ
イヤループに棒を接触させずに通過させる」など，
以下の日常動作の課題がある：瓶とペットボトルの
蓋を開ける，電球を交換する，物干しロープに洗濯
物をピンチで止める，買い物籠に品物を出し入れす
る．競技ルールは，動力を持つアクティブ義手で
も，パッシブ義手でもよい．競技においては電球の
交換課題にどのチームも苦戦しており，把持力の制
御に加えて，現在のところ実装が少ない手首の回転
について，主催者側が発展を意図していることがう

かがえた．
参加はオランダ，ドイツ，スウェーデン，ロシ

ア，イタリア，カナダ，イギリス，日本からの 10
チームで，㈱メルティン MMI の前田和哉選手が総
合 8 位であった．1 位のオランダ DIPO Power チー
ムの Bob Radocy 選手は２本指の軽量のパッシブ
義手 GRIP 5 Evolution PrehensorTM を使ってい
た．肩や肘関節や，健常側の手を使い，外側に出て
いる細いシャフトを駆動若しくは固定して使用する
義手である．2 位はドイツの Michelangelo チーム
(Ottobock 社製電動義手 ) で，時間は早かったもの
の，課題のポイントは届かず，熟練した Radocy 選
手のパッシブ義手に残念ながら及ばなかった．

2.3　動力義足競走
通常の義足では，膝関節以下は振り子として動か

す．機械化された通常義足では時定数を動的に制御
するためにセンサとメカ部分が入っており，このタ
イプは既に多くが実用に使われている．ここで言う
動力義足（Powered Leg）は，通常は振り子とし
て動かす部分の全部または一部をモータで動かすも
のである．

競技内容は以下のとおり．まず地上高 45cm の
座面のソファからの立ち上がり，高さ 35cm のハー
ドルをまたぎ，そして 150cm 高のバーの下をくぐ
る．次に斜度 15 度の斜面を登り，ドアを開けて通
り，完全に閉め，斜度 20 度の斜面を下る．そして，
200cm×400cm のスペースに置かれた，丸い平面
の“飛び石”の上を歩いた後，様々な角度で傾いた
面の上を歩き，最後は６段の階段昇降．高さは
17cm, 階段の上面の奥行きは 28cm，最上面の長

 図 1　サイバスロン会場全景 . 中心に見えるのが義手競技のセッティング，トラックではFES自転車レースが行われる．
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さは 125cm となっている．階段昇降は２回課せら
れ，最初は手ぶらで，次はコーヒーカップやリンゴ
３個を乗せたお盆を持ってもう一度行う．義手と同
様，アクティブとパッシブの両方の義足が許容され
ている．

日本の㈱ Xiborg 社の真野雄輝選手は，初戦で好
タイムであったものの，ポイントを稼げず，残念な
がら最下位の 12 位であった．義肢装具大手のアイ
スランド Össur 社の膝継手を使っている RHEO 
KNEE チームが 1 位であった．3 位までが同社関連
のアイスランドのチームであり，技術的蓄積の高さ
を見せ付けた．1，2 位はパッシブであるが，3 位
はモータで動くアクティブ継手で，課題ポイントは
1，2 位と同じであったが，時間が遅かった．可動
範囲やコントローラビリティは同等であると言える
ので，各社が取り組むトルク制御の向上により，次
回には動力義足がチャンピオンを取るだろう．

2.4　エグゾスケルトン競走（図2）
近年，非常に話題のエグゾスケルトンである．選

手は，胸部か腰部脊髄の完全損傷であることが条件
なので，必然的に下肢は完全に脱力していることに
なる．つえの使用は認められている．コースは動力
義足と同様の設計だが，ソファの後の障害物は，垂
直のポールを避けて進むことと，最後の階段のパー
トで物を持つことが課せられていない点が異なる．

6 分のタイムリミットが設定されている．ドイツ，
アメリカ，韓国，スイス（2 チーム），メキシコ，
ロシアから 7 チームが参加した．1 位は ReWalk
チーム．ReWalk Robotics はアメリカの会社で ,
同社のエグゾスケルトンは 2014 年に米食品医薬品
局（FDA）の認可を受け，既に実用に使われてい
る．ベルリンにも拠点があり，このチームはドイツ
からの出場となった．2 位はフロリダの研究開発機
関 IHMC のチーム．3 位は韓国の西江大学（Sogang）
発のベンチャーである SG mechatronics チームで
あった．この大学は，既に 15 年以上，リハビリ目
的のロボットを様々な側面から研究開発し続けてき
て，多数の論文を発表している．試合では，支えよ
うとするスタッフを振り切る Kim Byeong-wook
選手の大変な粘りが大きな拍手を受けていた．

このレースでは，最初のソファからの立ち上がり
に，どのチームもかなり苦労していた．選手は下肢
が完全に脱力しているので，立ち上がりの時につえ
をどのように使えるかで，最初に大きく差がついて
いた．明らかに上肢も麻ひしている選手もいて，つ
えの使用も難しいチームもあった．今後は上肢障害
の程度によってルールを変える必要があると思われ
る．また下肢の完全脱力を前提とするレースと，よ
り軽度の障害のレースに分ける必要も感じた．また
介護の現場では，下肢の完全脱力よりも，立ち上が
り困難の方がはるかに多く，これを安価に解決する

 図 2 　エグゾスケルトン競走．韓国の西江大学発のベンチャーであるSG mechatronics チームが飛び石に入ったところ．
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手段が求められている．（安価なリニアアクチュ
エータを用いて補助する手段として （1）など．）

2.5　電動車椅子競走（図3）
電動車椅子は，よく使われていて目にする機会は

多い．安全第一のメカと制御で既に完成度が高いも
のと思われているが，日常生活の場面では，入れな
い，動けない箇所はまだ多い．コース設計にもそれ
が反映されていて，バラエティに富んだ障害物にど
う対処するか，障害物の踏破性重視か，スピード
か，車椅子設計の個性が大きく現れる．レースは，
テーブルに着いたところからのスタートで，大たい
部がテーブルの下に入った状態が要求される．次に
はエグゾスケルトンでのルールと同様のポールを
使ったスラロームがある．傾斜面とドアはエグゾス
ケルトンと同じである．飛び石の代わりに，1cm
から 5cm の高さで，ゴムロールや，様々な形のプ
レートが地面に埋まっている形の障害物の上を走
る．３段の階段昇降があり，その最上面の長さは
293cm となっている．スイス，香港，スロベニア，
日本，ロシア，アメリカ，イギリス，韓国，ギリ
シャから 12 チームが参加した．意外なことに，最
初のテーブルに着くところで手間取るチームが多
かった．通常，高機能な車椅子は高さがあり，テー
ブルの下に大たい部を入れることが難しく，低床に
なる工夫を主催者側が促しているようだ． 香港チー
ムの車椅子は前後二分割のキャタピラ付きクローラ
構造で，階段昇りは優れるが，最後の２段を降りる
ところで難渋していた．電動車椅子の重量ゆえの難
しさであろう．ギリシャチームが使っている
Laddroller は，フレームは一般的な形状だが，径
が大きい前輪に，前後左右に回転が可能な小さいオ
ムニホイールが後輪という変わった構成で，階段昇
降は無理なものの，一般道路では少々の障害物には
強く，一般市場での可能性を感じた．1 位はスイス
の HSR チーム，2 位は香港科学技術大学チーム，3
位はリュブリャナ大学チーム，和歌山大学の RT-
Mover チームは，惜しくも 4 位．他のチームは，
階段を降りるときに危うい挙動であった一方，RT-
Mover は片輪ごとにクロールするように動き，乗
員を水平にキープする．階段の昇りも，降りるとき
も，極めて安定した危なげのない動作を示した RT-
Mover は，車高も低く重量も軽量なため，現状で
はこれが階段と障害物踏破で世界一のメカニズムで
あると思われる．

2.6　 BCI（Brain Computer Interface）ゲーム
競走

BCI によるゲーム競走は，ゲーム画面内で走るア
バタを，脳波でコントロールしてゴールに導くもの
である．ゲームステージは三つあり，回転，ジャン
プ，滑り込みの三つの動作が各ステージで必要とな
る．これらの動作を脳波でトリガしないと，アバタ
が障害物を乗り越えられない． 11 チームが参加し，
地元スイスのチームが 1 位，2 位を取った．この競
技では，信号処理と，トリガするための脳波のパ
ターンを機械学習することが必要である．競技者
は，トリガになるような脳波のパターンを思ったと
おりに出す必要があり，人間のトレーニングと信号
処理，機械学習の両面で発展の余地が大きい．

2.7　 FES（Functional Electrical Stimulation）
自転車競走

FES による自転車競走は，11 チームが参加した．
室内トラックを 7 周し 1,019m を走行する．どの
チームも３輪若しくは４輪のリカンベント型（寝そ
べるか，椅子に腰掛けて座る）自転車を使ってい
た．リカンベントは，背中を押し付け，大たいの筋
肉と腹筋でペダルを蹴飛ばすようにこぐのだが，麻
ひの程度によって，自分の意志で動かすことのでき
る筋肉が全く異なるので，細かく障害ランクに分け
る必要があると思った．また，筋肉を外部から電気
刺激することで下肢を動かしているので，チームに
よっては選手がとてもつらそうで，ペダルから足が
外れる，うまく足を回転できなくなるというトラブ
ルが続発していた．ここにはペダルの下死点をどう
扱うかという力学の問題がある．通常は足関節の回
転で，下死点を回避しているのだが，麻ひがあるの
で，回転ができないことが原因である．レギュレー

 図 3 　 電動車椅子レースのクライマックス．一番手前が和
歌山大学のRT-Mover チーム．
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ション次第ではあるが，ここは工夫のしがいがあろ
う．1 位はアメリカ，2 位はイギリス，3 位はスイ
スのチームで，猪飼嘉司選手が出場した日本のメル
ティン MMI チームは総合成績 9 位であった．猪飼
選手はメカトラブルもなく笑顔で安定したパフォー
マンスを示し，将来が大いに期待できる．

2.8 　サイバスロンとETHの基礎研究
上に記した，サイバスロンの競技内容は，障害の

程度によって考慮しなければならない部分は多々あ
るものの，アシスティブデバイスの技術的なチャレ
ンジは相当な高いレベルである．サイバスロンを主
催した ETH の Sensory-Motor system lab（感覚
運動システム研究所）は，Robert Riener 教授が所
長を務めている．Riener 教授とスタッフは，以前
は Lokomat という歩行リハビリロボットシステム
を開発して一躍有名になった．歩行訓練は理学療法
士と助手１，２名で患者の身体を支えながら，床に
はいつくばるなどして両足のタイミングを教えるか
なりの重労働である．この歩行訓練をロボットでや
ろうという試みである．既に市販され，日本でも幾
つかのリハビリ専門病棟で使われている．

研究内容は VR(Virtual Reality) 環境での運動ト
レーニング，力覚フィードバック (Peter Wolf, 
Roland Sigrist)，上肢リハビリロボット (Georg 
Rauter, Novak Domen, Varena Klamroth-
Marganska)，運動神経制御の脳科学とアシストロ
ボット（Laura Marchal-Crespo）, 人間工学的側
面からの身体負荷研究（Thomas Läubli）, 筋電図
測 定， 運 動 神 経 制 御 モ デ ル（Cristiano 
Alessandro）と充実している．

サイバスロンと，この研究所の方向性を鑑みる
と，生体信号処理による《入力》，運動制御の神経
制御モデルによる《制御システム》，アシストやリ
ハビリのための《ロボットや義肢義手のハードウェ
アと制御ソフトウェアの製作》，トレーニングへの

《応用》，VR まで含めた統合的なトレーニングシス
テム環境として《現場への導入》，というパッケー
ジを作ろうとする方向性が見えてくる．AI 研究者
はハンガリーやチェコなど東欧，ロボティックスは
ドイツ，脳神経科学はイタリアと，伝統的に強い地
域が隣国にあり，スイスの厚遇で迎え入れることに
よって世界最高を目指すという，国家的取組を是非
参考にしたいものである．

 3  身体的ヒューマンロボットインタラクション

近年開発が盛んな装着型運動アシスト機器は，ア
クチュエータを身体に取り付けることで人の筋によ
る発生トルクに支援力を上乗せする，一種の運動機
能拡張機器と言える．手軽なアシストを実現する技
術は，アシスト技術の応用範囲を広げることを可能
にしており，本稿筆者の一人である広島大学・栗田
のグループは，図 4 に示すように，空気圧人工筋
を用いた歩行支援 （2）を行えるソフトエグゾスケル
トンスーツの開発を行うとともに，バットスイング
支援 （3） （図 5）などのスポーツの拡張にも挑戦して
いる．

ここで，人間または機械が同時に存在し，互いに
影響を及ぼし合う系のことを，人間機械システムと
呼ぶ．人が機械の振舞いを理解し，次の動きを適切

 図 4 　 空気圧人工筋を利用したソフトエグゾスケルトン型
アシスト機器

 図 5 　バットスイングを強化するスーツ
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に予測することができること，すなわち，機械によ
る作用の予測容易性は，人間機械システムの使い勝
手を決める重要な要素である．しかし，機械の性能
が上がり，振舞いが複雑になると，人はその作用を
十分に予測することができず，「思っていたのと違
う」という違和感につながる．

ここで，人に対して物理的・身体的な支援を行う
人間機械システムは，身体的ヒューマンロボットイ
ンタラクション（PHRI: Physical Human-Robot 
Interaction）システムと呼ばれる．パラリンピッ
クやサイバスロンでは，高性能な義肢・装具やアシ
スト機器が利用されているが，これらにおいても
PHRI が発生していると言えよう．PHRI で起こる
人と機械との間の物理的作用を適切に設計していな
い機器は，操作が格段に難しくなる．例えば，人は
操作対象の安定性が悪いと判断すると，意図する／
しないにかかわらず，安定性を高めるために筋を共
収縮させ剛性を高めようとする．力制御を行ってい
る機械では，遅れのある条件で硬い対象物への接触
が起こると，挙動が不安定になりやすいことが分
かっている （4）．これら人と機械の双方の特性が合
わさると，人がこの機械は不安定だと感じる → 筋
を共収縮させ手先剛性を高める → 機械にとっては
対象が硬くなるため不安定になる（振動する） → 人
は更に手先剛性を高める，という悪循環が生じる．
このような問題を解決し，違和感の少ない運動支援
を実現する PHRI システムを開発するには，人の特
性をよく理解し，人間機械システムの制御に取り入
れる必要がある．

例えば，ユーザは機器からのフィードバックに応

じて，自らの反応を変化させている．筆者が体験し
た面白い例を挙げよう．2016 年 9 月に一般社団法
人超人スポーツ協会が開催した超人スポーツハッカ
ソンで，Augmented Style 100 というスポーツが
提案された．どんな機器を装着してもいいから
100m を速く走ればよい，というスポーツ（図 6）
である．あるチームは，市販のジャンピングシュー
ズを，足でなく両手に装着し四脚での走行を試み
た．筆者がその様子を眺めていたところ，最初は大
人用のシューズを使い，両足を前方へ一度に振るカ
エル跳びのような歩行をしていたのが，最終的には
子供用の短いシューズを使って，両足の間に片方の
手がくる，馬における並足のような歩行に変化し
て，スピードも格段に上がった．これは人が道具に
慣れることで，身体の使い方を変化させている好例
であろう．ここで，もし機械が人の動きに対して振
舞いを変えたら，人が道具に慣れるための時間は早
くなるだろうか，それとも遅くなるだろうか？　実
効性のある人間機械システムにするためには，人が
機械に対して慣れることを阻害しない相適応システ
ムのデザインが重要になるだろう．なお，人の運動
における確率的挙動の理解とヒューマンロボットイ
ンタラクションへの応用については，文献 （5）に
解説記事が掲載されているので，参考にして頂きた
い．

以上のような感覚特性を取り入れることは，使い
やすく効果の高い人間機械システムを作る上で有用
な技術であり，人の日常生活の質を向上させられる
人間機械システムが構築できるだろう（図 7）．

 図 6 　 超人スポーツハッカソンで開発されたスポーツの
例．腕を含めた４脚で走行し速さを競う．

 図 7 　 個性を捉え活動の質を向上させる人間機械システム
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 4 おわりに
人間拡張工学の目指す世界の一つは，機械や AI

がユーザの身体的・心理的特性を理解し，状況に応
じた支援を提供することで，どんな境遇の人であっ
てもいつまでも楽しく生きられる社会を実現するこ
とにある．人と機械が融合する PHRI 技術は，人の
適応と進化を加速する可能性を秘めた技術とも言え
る．将来的には，多数の人間機械システムが社会に
共存するような世界がやってくる．一人の人間と 1
台の機械における調和だけでなく，複数の人間機械
システム同士の協調を推進するシステムの技術開発
が望まれる．
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1 要約
大阪大学では 2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた取組が多岐にわたり進捗してい
る．各プロジェクトで競技特性に応じた計測技術を開発
し，現在は実証運用・評価の時期，段階である（図１）．
開催される様々な競技間において我が国のアスリートの
国際競技力向上に貢献し得るプロジェクト体制を整備
し，2020 年以降も持続可能な研究機関の一翼を担って
いる．メダル獲得のためには，多種多様な要素が絡む．
例えば，サッカーなどの団体球技では個人レベルから集
団レベルといったチームにおける総合力が必要とされ
る．その方策としては，チーム戦術強化が渇望され，各
世代別に必要な能力に応じた体制構築や選手へのサポー
トの確立が急務である．これらを強化することで，ジュ

ニア期からトップレベルへの橋渡しとなる「パフォーマ
ンス」や「スキル」の力が向上していく．個人の基礎練
習や，「4 対 2」でのボール回し，そして紅白戦での各
選手のデータを可視化していくことにより，チーム全体
の総合力向上に寄与できる．そこで，本大学では新たな
ハイパフォーマンス施策となる研究シーズ創出，並びに
スポーツに関する独創的で革新的な研究を実施してい
る．

2 緒言
我が国においては，2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会まで 3 年を切り，経済的に社会的
にも様々な取組みが，官民問わず多角的に行われてい
る．

図1　大阪大学におけるスポーツ研究体制
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その中で，大阪大学ではスポーツ庁採択事業である
SRIP（Sports Research Innovation Project：スポー
ツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト）の中で，
種々の研究が進捗中である．

本研究の特徴を端的に述べると，医学，スポーツ科
学，工学，情報科学，栄養学などの研究分野が融合して
いる総合大学としての強みを生かし（図 2），JSC

（Japan Sport Council：日本スポーツ振興センター）・
JISS（Japan Institute of Sports Sciences：国立スポー
ツ科学センター）・他大学と連携を密にしたスポーツ研
究である．

また，研究だけに特化するのではなく民間企業，ス
ポーツ情報解析企業等を含めた革新的な研究成果を創出
する視座も兼備している．これらの目標を達成するため
に SRIP の中では，プロジェクトが細分化されている

（図 1）．医学部統計学チームから成るメディカル・コン
ディショニング情報解析」（PJ １），脳科学やスポーツ
科学を中心とした「パフォーマンス解析」（PJ2~6），情
報学を駆使する「サイバー解析」（PJ7）が，それぞれ
動いている．これらの組織間で情報や研究者を主とした
連携を深く取りながら，ハイパフォーマンス施策となる
研究シーズ創出に向けて取組を行っている．

3 従来研究方法とCPS for 
Sports

我が国においては，従前から競技間における，アス
リートのメディカルチェックや，フィジカルチェック，
メンタルチェックに対する管理をはじめとし，これらに
付随した計測が行われてきた．

例えば，場所の制約なく利用できるという点を考慮す
ると，日々のトレーニングで容易に導入可能なウェアラ
ブルセンサの技術が着目されている（1）,（2）．ウェアラブ
ルセンサは装着するだけで運動やバイタルの状態を計測
することができるため，トレーニング中における選手の
運動強度や走行距離などを，選手本人や指導者が把握す

ることに適している．しかしながら，従来の方法では，
選手や指導者が計測したデータを解釈することが困難
で，実際にデータをトレーニングに活用できていないと
いう課題がある．

また，スタジアムに設置したカメラによる俯瞰画像を
用いた映像分析の導入が，スポーツ現場では進んでいる

（3）．しかし，各プレーに準じた動きや，各プレーにおけ
る意味付けには個人差がある．例えばサッカーであれ
ば，運動負荷が経時的にどのくらい掛かっているのか，
選手が適した位置にポジショニングできているのか．プ
レーに関する概念に差も生じてしまう．そのために画像
データを入手しても解析に多くの時間を割いてしまい，
肝心な当該競技におけるアスリートやコーチへのフィー
ドバックにタイムラグが生じてしまう．　

そこで，本研究では，会得したデータから分かる点を
容易に，スポーツ現場最前線へ「見える化」し，それに
伴う意味付けを解析・解釈できるように独自の工夫を目
指し，画像から見たプレーの自動判別を機械学習で行う
施策や，チームにおける練習の判別を目標としている．

更には運動強度や，各選手の疲労度をリアルタイムに
分析し結果を通知できる仕組みの構築も進捗中である．

また，メディカルやフィジカルそしてメンタル及びパ
フォーマンスに関する計測は，携わる医療チームが違っ
ている場合や，別々の施設における研究解析グループで
行われることが多い．解析を進めていく上で，連続性・
継続性が確保しにくく，アスリートやチームにとって
は，経年的にデータ管理を行うことに関しても，各世代
間で当該選手データの管理が別団体になってしまうな
ど，現状では容易ではない．そして，過去のデータとの
照合も選手が移籍するとチーム状況によっては全て開示
できる可能性も下がり，得られたデータが限局された範
囲内で，個別的に扱われることが多かった．

このような要素に加えて，各選手個人の経年的比較や
競技によるチーム内及びチーム間や，過去の成功事例や
失敗事例との比較に対する分析も不十分になりがちであ
る．例えば，パフォーマンスに関する将来予測は非常に
難易度が高く不透明であった．そこで，これら従来の個
別的，非連続的なスポーツ選手のメディカル情報，及び
パフォーマンス解析の欠点を打開していくことが SRIP
において，大きな目的かつ目標であり，今後のスポーツ
研究の到達点であると考える．

コンセプトとしては近年，社会実装され，各分野で発
達している技術及びアルゴリズム解析（交通情報システ
ムや気象予報システムなど）で実用化されている IoT
技術をスポーツ選手へ適応・応用させていくことを視座
に研究を進捗している．更に，試合の結果をはじめとし
たビッグデータ解析技術の応用等も導入しつつある．

 
 

図2　研究分野の融合スタイル
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これらの体制を構築して応用していくことにより，一
人の選手に対して，またチームに対して，多くのデータ
処理をすることが可能となり，そこから派生する種々の
特徴量をデータ化して活用することで俯瞰的に，また客
観的にスポーツ現場へとフィードバックできる．

また，スポーツ現場の主幹である選手やコーチ，監督
をはじめとした指導者に，リアルタイムにパフォーマン
スデータやフィジカルなどにまつわる状況をフィード
バックするスポーツ界の CPS for Sports（実世界情報
をサイバ空間にアップロードし，コンピューティング能
力と結び付ける）を構築することで，今後のスポーツ研
究を革新的に飛躍させる基盤を構築することができる

（図 3）．例えばバイタルセンサや環境センサ，ウェアラ
ブルセンサといった多次元的かつ多角的な手段を講じる
ことで，解析ベクトルの数も増え個人レベル・チームレ
ベルにおいての競技力向上にリンクする．

4 IoT/ センサ技術を用いた
スポーツ分析

大阪大学のスポーツ研究では，IoT 技術をスポーツ選
手へ適応した（IoT to Athletes）分析を現在，進捗し
ている．

例えば，テニスにおいてはトップレベルの選手に対し
て，パフォーマンスセンサ（球速，ラケットスピード）
に加えて，位置センサや画像から得られる情報を駆使し

ながら，現場にデータをフィードバックしている．
ハンドボールにおいては，力学センサ（足圧による重

心動揺バランス解析），更には可搬性赤外線機器を用い
た位置情報等も駆使して，多岐にわたり様々なデータを
取得している．

これらにも様々な PJ チームが連携して臨んでいる．
従来と比較して新規であり有効なパフォーマンス測定と
して，人手によらない安全で効率的，効果的な定量的測
定を念頭に置き，展開している．現場のニーズに応じた
フィードバックがポイントである．

更に，我々の取組では，開発された原理に基づく測定
解析システムを，IoT 技術を用いることにより，様々な
地域でラボ測定可能な装置開発とデータ共有システムを
構築している．測定から解析，そして現場へのフィード
バックを遠隔地であっても，リアルタイムに可能となる
システムを目指し，研究を推進している．

更に，各種競技において日本代表をはじめとしたトッ
プアスリートに関するパフォーマンス解析を行う中で以
下の点に留意している．

従前までの実施されてきた取組と，本プロジェクトに
よる，革新的パフォーマンス解析の融合性を目標に据え
ている．その達成に向けてソフト・ハード面を充実させ
る点を主な動力源にしながら，包括的に各協力機関，そ
して民間企業等の協力を得て，連携して進めていくコン
セプトを取りデータを取得している．

筆者の携わるプロジェクトでは，リオデジャネイロオ

CPS : Cyber Physical System
実世界（Physical System）のウェアラブル，組込みセンサなどの情報を，
サイバ空間（Cyber System）のコンピューティング能力と結び付け，より
効率のよい高度な社会を実現するためのサービス及びシステム

図3　CPS for Sports
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リンピック・2018FIFA ワールドカップの最終予選メン
バーにも選出されている選手が所属している J1 チーム
と共同研究を行っている。フィジカルコーチ・タクティ
クスコーチ・チームドクターをはじめとした現場サイド
からの意見，そしてチームとしての方向性を吸収しなが
ら研究を進捗している．

例えば，前述したユースチームにおいて紅白戦でウェ
アラブルセンサから得られる加速度情報を比較しての解
析を進めている（4）（図 4）．

特に特徴的な事例としては，疲労予測に関して選手に
よる主観判断ではなく，数値として定量的にデータが得

られるためにオーバワークを防ぐことができつつある．
更にはこれらの手法によりハイパフォーマンスを兼備し
た選手の運動強度の特徴量もつかみかけている段階であ
る．

5 スポーツ医学と IoT/ センサ
技術

本章では，進捗している研究と技術の融合ゴールとし
ての一つの形として，スポーツ医学への連携について述
べていきたい．ここで原点に立ち返り，スポーツの定義

 
 

図4　加速センサを用いた解析事例

図5　スポーツ医学・情報科学から見える今後の展望
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を振り返りたい．
「Sport is understood as all forms of physical 

activity that contribute to physical fitness, mental 
well-being and social interaction.」（5）から，スポー
ツと健康（医学）は密接な関係があると言われており，
健康を維持するためにもスポーツが担う役割は，世代別
に捉えても大きい（6）．

そこで本研究は，限られた範囲内で帰結することな
く，スポーツ医学でのニーズを情報科学が持つシーズと
より良い形で融合していく展望を兼備している（図 5）．
この仕組みを構築することにより，センサ技術から得ら
れる運動強度や位置情報といったリアルタイムデータを
以下のスポーツ医学を構成する四つのポイントのフィル
タを通過させることにより，重要な意義を持つ．「High 
performance」「Injury prevention」「Return to play」

「Health care」の各要素に数値や得られた知見を通過
させることにより，どのような運動場面においても，高
パフォーマンスやけが受傷，更には競技復帰に活用する
ことができる．また，各個人の健康維持につなぐ意味合
いにおいても威力を発揮する．そのためにも日々の練習
や試合での結果や状態を数値化・定量化していくことが
大変重要となってくる．

6 Beyond2020
2020 年に向けて IoT ／センサ技術から得られる科学

的な根拠に基づいた数値，及び客観的な視点を提示し得
る研究を，Beyond2020 という視座を持ちながら，引
き続き展開していきたいと強く考えている（図 6）．
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 1 はじめに
近年メジャーリーグ（MLB）では，収益の増大，

FA 制度の確立などの要因で，選手年俸が異常に高
騰化している．一方で，資金力の乏しい球団は獲得
競争に敗北し，主力選手の流出や他球団の選手の獲
得失敗などが相次いでいる．限られた資金の中で効
果的に優れた選手の確保及び獲得戦略を行う必要が
ある．そのため，選手の能力をより適切に評価する
方法，潜在能力が高く今後の活躍が期待できる選手
の発掘のための評価方法が求められている．

近年，重視されている選手の評価指標としてセイ
バーメトリクスという考え方がある（例えば，文献

（1），（2））．セイバーメトリクスは，野球の様々な
プレーの重要性や価値を数値から分析して，選手の
能力を客観的に評価する．セイバーメトリクスの導
入から，バントや盗塁の効力を否定するなど，従来
の価値観を覆すようなこともある．MLB では，実
際に多くの球団がセイバーメトリクスをチーム運営
や戦略に活用している． 

一方，2008 年から MLB においてトラッキング
システムが全 30 球場で導入され，投球軌道を再現
する試合速報が可能となっている（2），（3）．トラッキ
ングシステムにより，例えば，投球の変化量や速
度，軌道など，主に投球の質に関する詳細なデータ

（トラッキングデータ）が自動的に取得できる．ト
ラッキングデータは MLB 各チームの選手の分析や

スカウト，契約交渉時の客観的データとしても活用
されている．

主に投球の質に関する詳細なデータであるト
ラッキングデータを分析することで，従来の成績指
標には表れない投手能力を評価することが可能にな
ると期待される．一方，投手によって同じ球種で
あっても球速や曲がり方，‘きれ’や‘のび’など
が異なっており，投手それぞれ独自の球質がある．
特に，先発，中継ぎ，抑えなどの投手の役割ごと
に，投球の質の特徴やその特性値の分布が異なる．
したがって，球質の特徴を考慮して分析を行うこと
が必要である．機械学習において，関連しているが
異なる部分もあるデータから，目的の問題にも利用
できる情報・知識だけを取り込んで，より予測精度
の高い規則を得ることを目的とした「転移学習」と
いうものがある．

本研究では，先発，中継ぎ，抑え投手の投球の質
の特徴の違いに対して，転移学習の中でも共変量シ
フトに対応した方法を用いて解析を行う．共変量シ
フトとは，入力に対する出力の生成規則は学習時と
テスト時で変わらないが，入力（共変量）の分布が
学習時とテスト時で異なるという状況であり，共変
量シフト下での機械学習に関する様々な研究が行わ
れている（例えば，Shimodaira（4），杉山（5））．

本研究では，MLB の 2015 年シーズンの投球の
質に関するトラッキングデータを用いて投手の評価
を行う．そのために，共変量シフトに対応した転移
学習を用いて，トラッキングデータからセイバーメ
トリクス指標を予測するモデルを構築する．更に，
構築モデルに基づき，予測値と実測値の差から投手

トラッキングデータとセイバーメトリクス指標に
よるMLB投手の能力評価モデルの構築
Building a Model for Evaluating the Ability of MLB Pitchers Using the Tracking Data and 
Sabermetrics Index

トラッキングデータとセイバーメトリクス指標に

松木拓弥　Takuya Matsuki†，鈴木秀男　Hideo Suzuki†

†  慶應義塾大学，横浜市
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Summary 本研究では，メジャーリーグ（MLB）の2015年シーズンの投球の質に関するトラッキングデータとセイ
バーメトリクス指標を用いて投手の能力を評価する．そのために，共変量シフトに対応した転移学習を導

入し，トラッキングデータからセイバーメトリクス指標を予測するモデルを構築する．更に，そのモデルに基づく予測値と実測
値の差から投手の能力を検討する．
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の能力を検討する．

 2 セイバーメトリクス
近年，MLB を中心にセイバーメトリクスという

考え方が重視されている．セイバーメトリクスは，
野球のデータから様々なプレーの重要性や価値を数
値化して分析し，客観的に選手評価を行い，チーム
運営や戦略に活用することである．セイバーメトリ
クスは，野球ライターで野球史研究家・野球統計の
専門家でもあるビル・ジェームズ（1949～）によっ
て 1970 年代に提唱されたもので，アメリカ野球学
会の略称 SABR（Society for American Baseball 
Research）と測定基準 （metrics）を組み合わせた
造語である（例えば，文献（1），（2））．

野球のデータを活用するにあたって，その人物の
立場によって視点が変わってくる．それを図 1 に
示す．監督，コーチ，スコアラーなどチーム内部の
人は，現状の戦力で目の前の試合をどう勝つかとい
うことが目的であり，作戦，戦術をその場の状況で
考えている．スポーツファンやメディアは，外部か

らあたかも監督のような視点で試合を観戦し，作戦
や戦術を分析して称賛や批判をする立場にいる．
GM やチーム編成部は，現状の戦力を見極めながら
トレードやドラフト等で戦力を変化させることで，
中長期的に戦略を考える．研究者や統計愛好家の人
は，野球のデータ解析をして，戦略考案を楽しむ立
場となる．

セイバーメトリクスは，図 1 の右側部分の立場
の人にとってより重要視される考え方である．理由
としては，セイバーメトリクスは勝てるチームを作
るために必要な選手という視点から生まれているた
め，チーム内でその 1 試合ごとのことを考える短
期的な戦術より，中長期的な戦略的視点で生かしや
すい点がある．しかし，近年はバントや盗塁の効力
を否定するなどの戦術的視点からの分析もされてお
り，様々な立場の人に注目されている．

セイバーメトリクスの根本的な考え方は，「勝利」
を増やすために「得点を増やして失点を減らすこ
と」であり，プレーを得失点に変換して，選手がど
の程度の得点増，失点減に貢献したのかを評価す
る．セイバーメトリクスから分析されたものの例と
して，次のような項目が挙げられる．
①  得点と失点のデータがあれば，チームがおよ
そ何勝するかが分かる．

②  得点を増やすには打率よりも出塁率や長打
率が重要である．

③  打点は他の選手の出塁能力の影響が強いた
め，成績指標として重要ではない．

④  送りバントは状況によっては得点期待値を
下げる．

また，選手の能力を評価する指標として様々な指
標が提案されている．表 1 において，本研究で用
いる投手に関する指標を示す．

 図 1　データ分析のマトリクス

表1　投手に関するセイバーメトリクス指標

名称 意味 式

FIP 「奪三振」「与四球」「被本塁打」といった投手の
責任とされるものから投手個人の能力を測る指標

13×被本塁打＋ 3×（与四球＋与死球－敬遠）－ 2×奪三振
投球回数＋リーグごとの補正値

13×被本塁打＋ 3×（与四球＋与死球－敬遠）－ 2×奪三振
投球回数＋リーグごとの補正値

WHIP 「１イニング当りに許す出塁数」を表す指標 （被安打＋与四球）
（投球回数）

（被安打＋与四球）
（投球回数）

K/9 １試合で奪う三振数 f
奪三振
投球回数

p× 9

HR/9 １試合で打たれる本塁打数 f
被本塁打
投球回数

p× 9

BB/9 １試合で与える四球数 f
与四球
投球回数

p× 9
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 3 トラッキングデータ
トラッキングとは「追尾」という意味で，トラッ

キングシステムとはボールや選手などを追尾するシ
ステムのことを意味する．そのようなシステムから
得られたデータのことをトラッキングデータと呼
ぶ．野球におけるトラッキングデータとは，球場に
設置された専用のカメラから，投球の変化量や打球
角度などの情報を自動的に取得されたデータであ
る．2008 年から MLB において「PITCHf/x」が全
30 球場で導入され，主に投球の質に関するトラッ
キングデータが取得されている．PITCHf/x のイ
メージ図を図 2 に，トラッキングデータを加工して
作成した変数を表 2 に示す．なお，2015 年からは

「トラックマン 3e」というドップラーレーダ式弾道
追尾システムが MLB 全 30 球場で導入され，2017
年からはトラックマン 3e に一本化されている．

トラッキングデータの分析事例として，投手の球
質は投手によって異なっており，投手の基本の球種
であるストレートであっても投手によって変化量が
異なり，様々なタイプがあると言われている．
PITCHf/x のデータ分析により，一般的にストレー
トは「ホップ方向かつシュート方向に曲がる変化
球」と分類され，その変化量は投手によって違いが
あるとされている（2），（3）．また，「‘きれ’のあるス
トレート」や「打者の手元で落ちるフォーク」な
ど，感覚的な言葉でしか表現することができなかっ

た球質について，「ストレートと比べて平均で Xcm
落ちるフォーク」のように明確な言葉と数字で表現
することができる．MLB 公式のオンラインサイト
である「gameday view」でほぼ毎試合公開されて
おり，一球ごとのボールの軌道が表現されている．
フリーの統計解析ソフトウエア「R」において，
gameday データのスクレイピング専用に「pitchRx」
というパッケージがある．そのシステムを活用するこ
とで gameday データを取得することができる（7），（8）．

 4 共変量シフト
本章では，本分析に用いる共変量シフトについて

述べる．共変量シフトとは，与えられた入力に対す
る出力の生成規則は学習時とテスト時で変わらない
が，入力（共変量）の分布が学習時とテスト時で異
なるという状況である（例えば，Shimodaira（4），
杉山（5））．教師あり学習は，入力と出力の組から成
る学習標本を用いて，その後に与えられるテスト入
力に対する出力を予測する問題であるが，このとき
学習標本とテスト標本が同じ規則に従って生成され
るという前提が置かれる．共変量シフト下では，次
式 の 重 み 付 経 験 リ ス ク 最 小 化 法（AIWERM;  
Adaptive Importance Weighted Empirical Risk 
Minimization）が提案されている（4）．

min
θ∈Θ  

1
n  

n

∑
i=1
e

p1（xi）
p0（xi）

o

λ

 l（xi, yi, f̂（xi ;θ ））　　（1）

ここで，xi は学習入力，yi は学習出力である．
p0 （xi）と p1（xi）は，それぞれ学習入力とテスト入
力の確率密度関数である．f̂（xi ;θ ）はパラメータθ
を持つモデル，λ∈［0,1］は重み調整パラメータで
ある．特に，重回帰分析において，損失関数 l（x, y, 
ŷ）は次式のようになる .

l（x, y, f̂（x;θ ））＝（ f̂（x;θ ）-y）2　　　（2）

式 （1）の最小化問題を解くことにより，重み付

 図 2　PITCHf/x のイメージ図（SMT:（6）から）

表2　セイバーメトリクス指標を予測するモデルを構築する際に使用する説明変数一覧

説明変数
投球コース z平均 リリースポイント x平均 リリースポイント z平均

リリースポイント x標準偏差 リリースポイント z標準偏差 初速と終速の差の平均
加速度 x平均 加速度 y平均 加速度 z平均
回転数平均 回転数標準偏差 変化量 x平均
変化量 z平均 変化量 x標準偏差 変化量 z標準偏差
回転軸角度平均 回転軸角度標準偏差 空振り率
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最小二乗法に基づき，パラメータθ の推定を行う．
このような転移学習の導入により，投手の役割間で
の球質の特徴の違いを考慮して分析を行うことがで
きる．図 3 に示すように，学習データ i の投手の球
質 xi がテストデータの対象の先発投手の特徴的な
球質であるとき，学習データ i の重みを大きくする．
このとき，p1（xi）＞ p0（xi）となり，重み（p1（xi）/
p0（xi））λは 1 より大きくなる．一方，学習データ i
の球質 xi が先発投手の特徴からかい離していると
き，学習データ i の重みを小さくする．このとき，
p1（xi）＜ p0（xi）となり，重み（p1（xi）/（p0（xi））λは
1 より小さくなる．

 5  トラッキングデータによるセイバーメトリクス指標予測モデルの構築

5.1　データの概要
セイバーメトリクス指標を予測するモデルを構

築する際に使用するデータについて述べる．分析の
対象としたデータは，2015 年における MLB の公
式戦全試合の全投球トラッキングデータであり，
pitchRx を用いて収集した．これを投手ごとに集計
した数値を説明変数として用いる．実際に用いた説
明変数を表 2 に，目的変数とするセイバーメトリ
クス指標を表 3 に示す．各投手のセイバーメトリ

クス指標に関するデータは Baseball Reference（9）

を参照した．これらの説明変数を用いて，各セイ
バーメトリクス指標を目的変数とするモデルを構築
する．なお，役割ごとの投手数は，先発が 161 投
手，中継ぎが 120 投手，抑えが 28 投手 , その他が
392 投手である． 

5.2　分析方法
4.で述べた共変量シフトに対応したパラメータ

学習法（AIWERM）を用いて，表 2 で示した説明
変数から表 3 で示した五つのセイバーメトリクス
指標を予測するモデルを構築する．この際，予測モ
デルとして重回帰モデルを用いて，損失関数には二
乗損失を用いる．また，訓練入力とテスト入力の確
率密度関数 p0（xi），p1（xi）は多変量正規分布を仮定
して求めて，重み調整パラメータλは 0～1 間 0.25
刻みの 5 個設定する．投手の役割によって「先発」，

「中継ぎ」，「抑え」，「なし」とデータセットを分け，
一つのデータセットをテストデータとし，残りの三
つのデータセットを学習データとする（図 4）．
AIWERM を組み合わせた重回帰モデルにおいて，

 図 3　本分析における共変量シフトの導入の考え方

表3　目的変数として使用するセイバーメトリクス指標の一覧

目的変数
FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
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調整パラメータλを変えながらパラメータθ を推
定する．それぞれのモデルにテストデータを入力
し，テストデータにおける二乗損失が最も小さくな
るときのλによるテスト出力値を，そのテストデー
タの投手役割におけるセイバーメトリクスの予測値
と決定する．

最後に，セイバーメトリクス指標の実測値と予測
値の差が大きかった選手に注目して，投手の能力の
評価を行う．本分析の流れは図 5 に示すとおりで
ある．本分析において，セイバーメトリクス指標の
実測値は投球の質を表したトラッキングデータに基
づいた予測値が与えられる．例えば FIP（小さい値
ほど良い指標）において，その予測値が実測値を下
回る場合，現状ではその投手が過小評価されている
可能性があり，今後の活躍が期待される．一方，そ
の予測値が実測値を上回る場合，その投手が現状で
は過大評価されている可能性を示唆する．

 6 分析結果

6.1　 共変量シフトに基づくセイバーメトリクス指標
予測モデルの評価

セイバーメトリクス指標予測モデルにおけるテス

ト損失を表 4 に示す．ここで，λ＝ 0 のときは通
常の ERM を用いた重回帰モデル（転移学習なし）
の結果となる．どの役割（先発，中継ぎ，抑え），
セイバーメトリクス指標においても，λ＝ 0.25 ま
たはλ＝ 0.5 における AIWERM を用いた重回帰モ
デルの結果が最もテスト損失が小さいという結果と
なった．本データに対しては，適切なλを用いた転
移学習によって，予測したいデータに対応したモデ
ルが構築できたと言える．一般的に，投手によって

 図 4　本モデル構築に関する学習データとテストデータ

 図 5　本分析法の流れ

表4　セイバーメトリクス指標予測時のテスト損失

（a）先発投手の場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.603 0.105 1.091 0.332 1.659
0.25 1.102 0.076 0.945 0.279 1.009
0.5 1.089 0.096 1.064 0.296 0.961
0.75 1.249 0.109 1.134 0.361 1.043
1 1.470 0.140 1.206 0.475 1.184

（b）中継ぎ投手の場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.627 0.122 2.469 0.641 2.410
0.25 1.351 0.088 2.315 0.484 1.905
0.5 1.984 0.114 2.452 0.555 2.449
0.75 2.718 0.144 2.678 0.632 3.449
1 3.505 0.188 3.127 0.700 4.641

（c）抑えの場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.267 0.078 3.765 0.357 1.299
0.25 0.800 0.060 2.632 0.186 1.200
0.5 0.954 0.075 7.127 0.192 1.599
0.75 1.548 0.078 7.846 0.327 2.289
1 2.253 0.124 8.338 0.606 3.043
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持っている変化球の種類や数は異なっている．同じ
球種であっても球速や曲がり方，‘きれ’や‘のび’
などが異なっていると言われており，トラッキング
データを用いた研究でもこれらのことは実証されて
いる（例えば，文献（10）～（12））．また，投手
の役割間でも，球質の特徴に差がある．本モデルに
おいて，共変量シフトに対応した学習（転移学習）
を導入して，投手の役割ごとに特徴的な球質やタイ
プの投手のデータの重みを大きくすることで，テス
ト損失が小さくなるという効果が得られたと考えら
れる． 

6.2　 セイバーメトリクス指標予測モデルによる先発
投手の能力評価

先発投手に絞り，構築したセイバーメトリクス指
標予測モデルを用いて，セイバーメトリクス指標

（FIP，WHIP，K/9，HR/9，BB/9）の実測値と予
測値の差が大きかった選手に注目して，2015 年の
成績と比べて 2016，2017 年の成績がどのように
なったのかをまとめる．
【FIP】
FIP（小さい値ほど良い指標，表 1）について述

べる．表 5 において，先発投手の FIP の実測値と
予測値の差が大きい選手に着目し，予測値の方が小
さい選手 TOP5 及び WORST5 を示している．ここ
で，高評価選手と低評価選手について，2016 年，
2017 年の成績について，高評価選手は 2015 年の
成績よりも良くなること，低評価選手は 2015 年の
成績よりも悪くなることが予想される．高評価選手

に関しては，Eddie Butler 投手と Jeff Samardzija
投手は予測値ほどまでではなかったが，2016，
2017 年と FIP の成績を向上させたため，妥当な結
果が得られたと言える．他の 3 選手に関してはそ
の後の 2 年間で成績を落としてしまった．これら
を予測できなかった理由として年齢が考えられる．
全盛期に比べて峠を越えた選手であり，衰えが見え
た部分が考えられる．例えば，R.A. Dickey 投手は
MLB の歴史に残る大投手であり，過去にはすばら
しい成績を残した．予測値から見るとそれらの成績
を残したことにも納得できる部分があると同時に，
全盛期に比べて衰えが見える部分も考えられる．一
方で，比較的若い投手に関しては妥当な予測ができ
ており，将来有望な選手を見抜くことに関しては良
い結果が得られたと考えられる．低評価選手に関し
ては，WORST5 の全ての投手がその後の 2 年間で
成績を落としてしまっており，妥当な結果が得られ
たと言える．若い選手からベテランの選手まで良い
結果が得られており，峠を越えた選手や今後の成長
の期待度が低い選手を見抜くことができていると考
えられる．
【WHIP】
WHIP（小さい値ほど良い指標，表 1）について

述べる．先発投手の WHIP 高評価選手，低評価選
手の TOP5 を表 6 に示す．高評価選手に関しては，
予想した結果は得られなかった．要因としては，
WHIP は 1 イニングに許した出塁を示すため，先
発投手に関しては桁違いの実績を残しているような
選手を除いて，毎年安定して結果を残すことは難し

表5　先発投手のFIPの実測値と予測値

（a）高評価選手 TOP5（先発，FIP）
投手情報 FIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 5.24 3.05 6.61 登板なし
Kyle Lohse 37 Brewers 5.12 3.55 9.68 登板なし
Eddie Butler 24 Rockies 5.89 4.54 5.44 4.66
Jeff Samardzija 30 White Sox 4.23 2.95 3.85 3.61
R.A. Dickey 41 Blue Jays 4.48 3.59 5.03 4.72

(b) 低評価選手WORST5( 先発 ,FIP)
投手情報 FIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Wandy Rodriguez 36 Rangers 4.33 6.71 登板なし
Eduardo Rodriguez 22 Red Sox 3.92 6.30 4.43 3.97
Robbie Ray 24 D-backs 3.53 6.00 3.76 3.72
Martin Perez 24 Rangers 3.40 5.88 4.49 4.65
Mike Pelfrey 31 Twins 4.00 6.57 5.15 6.35
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いと言われていることが考えられる．低評価選手に
関しては，ある程度妥当な結果が得られたと考えら
れる．
【K/9】
K/9 について，今回対象としているセイバーメト

リクス指標の中では唯一大きい方が良いとされる指
標であり，予測値の方が大きい選手が高評価選手，
予測値の小さい選手が低評価選手となる．2016，
2017 年の成績については，高評価選手は 2015 年
の成績よりも上がることが予想され，低評価選手は
2015 年の成績よりも下がることが予想されると考

えられる．先発投手の K/9 高評価選手，低評価選
手の TOP5 は表 7 のようになった．高評価選手， 
低評価選手共に，おおむね妥当な結果が得られたと
考えられる．理由としては，K/9 はある程度の投球
回数を確保できれば比較的安定した数値になりやす
いという点と，三振を取る能力はその投手の‘きれ
’や‘のび’，球速，コントロールなどの性質に関
する要因が大きいと考えられるため，今回のトラッ
キングデータから学習することに適しているという
点が考えられる．
【HR/9，BB/9】

表6　先発投手のWHIPの実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発，WHIP）
投手情報 WHIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 1.612 1.276 1.615 登板なし
Jeff Samardzija 30 White Sox 1.294 0.948 1.200 1.136
David Buchanan 26 Phillies 1.848 1.468 登板なし
Tim Lincecum 31 Giants 1.480 1.016 2.374 登板なし
Eddie Butler 24 Rockies 1.815 1.250 1.688 1.427

（b） 低評価選手WORST5（先発，WHIP）
投手情報 WHIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Cody Anderson 25 Indians 1.106 1.643 1.615 登板なし
Jesse Hahn 26 Athletics 1.169 1.708 1.640 1.507
Joe Kelly 27 Red Sox 1.444 1.983 1.700 1.190

Eduardo Rodriguez 22 Red Sox 1.290 1.851 1.299 1.282
Mike Leake 28 Giants 1.160 1.893 1.319 1.280

表7　先発投手のK/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， K/9）
投手情報 K/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Justin Nicolino 24 Marlins 2.6 4.7 4.2 4.9
Adam Morgan 25 Phillies 5.5 7.4 7.5 10.4
Danny Duffy 27 Royals 6.7 8.5 9.4 8.0
Max Scherzer 31 Nationals 9.6 11.2 11.2 12.0
Garrett Richards 27 Angels 7.3 8.3 8.8 8.8

（b） 低評価選手WORST5（先発， K/9）
投手情報 K/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Tyson Ross 28 Padres 9.4 7.4 8.4 6.6
Andrew Cashner 29 Padres 8.4 6.2 7.6 4.6
Mike Bolsinger 27 Dodgers 8.1 5.9 8.1 8.5
Stephen Strasburg 27 Nationals 11.0 8.7 11.2 10.5
Drew Smyly 26 Rays 10.4 8.1 8.6 登板なし
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HR/9 と BB/9（小さい値ほど良い指標，表 1）
について， それぞれ表 8 と表 9 に示す．両方の指標
とも，低評価選手に関しては，ある程度妥当な結果
が得られたが，高評価選手に関しては安定した妥当
な結果は得られなかった．

 7 おわりに
本研究では，球質を表したトラッキングデータと

セイバーメトリクス指標を用いて投手の年俸の妥当
性の評価を行った．共変量シフトに対応した転移学

習を用いることで，サンプル数が不足していること
や投手による球質の特徴の違いを考慮したモデル構
築を行った．共変量シフトに対応した転移学習を用
いた場合と用いなかった場合のテスト損失を比較
し，その有効性を示した．次に，セイバーメトリク
ス指標の実測値と予測値の差が大きい選手の 2015
年，2016 年のセイバーメトリクス指標の比較を行
い，差に基づく投手の能力評価の妥当性を検証した．

本研究で構築した評価モデルは，主にトラッキン
グデータを活用することで，従来の成績の指標には
表れないような選手の能力の評価を可能とし，チー

表8　先発投手のHR/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， HR/9）
投手情報 HR/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 1.6 0.6 2.1 登板なし
R.A. Dickey 41 Blue Jays 1.0 0.1 1.5 1.2
Mike Montgomery 26 Mariners 1.1 0.1 0.7 0.7
Hector Santiago 28 Angels 1.4 0.7 1.6 1.9
Noah Syndergaard 23 Mets 1.1 0.4 0.5 0.0

（b） 低評価選手WORST5（先発， HR/9）
投手情報 HR/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Gerrit Cole 25 Pirates 0.5 1.5 0.5 1.4
Edinson Volquez 32 Royals 0.7 1.8 1.1 0.8
Chris Bassitt 26 Athletics 0.5 1.7 1.6 登板なし
Mike Pelfrey 31 Twins 0.5 1.8 1.1 1.9
Tim Lincecum 31 Giants 0.8 2.1 2.6 登板なし

表9　先発投手のBB/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， BB/9）
投手情報 BB/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
R.A. Dickey 41 Blue Jays 2.5 0.8 3.3 3.2
Carlos Rodon 23 White Sox 4.5 3.4 2.9 4.0
Trevor Bauer 24 Indians 3.8 2.7 3.3 3.1
Eddie Butler 24 Rockies 4.8 3.4 3.0 4.6
Francisco Liriano 32 Pirates 3.4 2.4 4.7 4.9

（b） 低評価選手WORST5（先発， BB/9）
投手情報 BB/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Stephen Strasburg 27 Nationals 1.8 3.8 2.7 2.4
Gerrit Cole 25 Pirates 1.8 3.8 2.8 2.4
Kevin Gausman 25 Orioles 2.2 4.4 2.4 3.4
Michael Pineda 26 Yankees 1.2 3.4 2.7 2.0
Phil Hughes 29 Twins 0.9 3.1 2.0 2.2
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ムを強くするためのトレードやスカウティングを実
行する際に活用できる一つのツールになることが期
待される．
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1 まえがき
スポーツ番組では，家庭に居ながら最適なアングルの

映像を，解説を聞きながら見ることができるだけでな
く，例えば，リプレイやスローモーションなどの演出で
は，実際の観戦では見ることのできない視聴体験を得る
ことができる．多くの人が日常的にテレビ放送でスポー
ツを観戦しており，放送局にとってスポーツ番組は，テ
レビが持つ映像表現能力や即時性といった特徴を効果的
に活用できる重要なコンテンツの一つである．このた
め，スポーツの魅力や面白さを分かりやすくかつ即時性
を持って視聴者に届けることを目指して，スポーツ中継
に関わる放送技術の研究を進めている．

本稿では，スポーツ中継での使用を主目的として研究
を進めている映像制作技術と番組素材伝送技術について
紹介する．

2 スポーツ映像制作技術
俊敏で複雑な動きを伴うスポーツシーンを分かりや

すく伝えることは，スポーツ中継では重要である．この
ため，スポーツ中継での使用を主な目的とした新しい映
像制作技術を検討している．ここでは，スポーツ中継に
おける解説をサポートするような映像制作に関して，選
手の顔の向きを推定する技術，ボールなど被写体の動き
を解析し可視化する技術，様々な方向から撮影した映像
を使った映像表現技術について技術内容と番組での応用
例を紹介する．

2.1　顔向き推定技術
スポーツの試合中に，選手がどこに注目しているかが

分かると，プレーの意味を視聴者が理解しやすくなると
考えられる．そこで，スポーツ中継において，戦術など
の解説に利用することを目的に，広角カメラで撮影した

サッカー映像から，各選手の顔の向きを推定する研究（1）

を進めている．
顔向き推定の処理の流れを説明する．最初に，撮影映

像から選手の顔の領域を検出する．撮影した映像の背景
差分によって選手領域を抽出する．選手は正立している
と仮定して，領域上部にフィッティングさせた円内の画
像を事前に顔 ･ 非顔の画像で学習させた SVM（サポー
トベクトルマシン）で識別させて顔領域を検出する．次
に，顔領域の画像から顔の向きを推定する．元の映像は
広角で撮影されているため，検出された顔領域の画像は
低解像度となり，目・鼻・口など顔の部位の位置を，顔
向きの手掛かりには利用できない．このため，顔領域の
画像から特徴量として，形状に関する Histogram of 
gradients（HOG）（2）と色の分布に関する色ヒストグラ
ムを抽出し，それぞれの特徴量について事前に学習した
識別器の出力結果を統合して，顔向きを 8 方向で推定
する（図 1）．図 2 に顔向き推定結果を扇形のマークで
表示した例を示す．ここでのサッカー画像はデータセッ
ト（Soccer Video and Player Position Dataset）（3）を
使用した．

この技術をスポーツ解説番組で得点シーンの解説に
利用し有効性を確認した．番組では、プレイ中の映像に
推定した選手の顔の向きを扇形のマークで表示すること
で，死角を突いたプレイを視覚的に分かりやすく解説す
ることができた．

2.2　カーリングのストーンの軌跡表示技術
機械学習による物体認識技術をカーリングのストー

ンへ適用（4）した例を紹介する．カーリングでは，ス
トーンが通過した場所は氷の状態が変化するため，選手
はこれまでに投げられたストーンのコースも参考にしな
がら，氷の状態を推測して戦術やストーンを投げるコー
スを判断する．しかし，カメラの映像だけでは氷の状態
を伝えることが困難なため，ストーンの軌跡をコン
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ピュータグラフィックス（CG）でカメラ映像に重畳表
示することで戦術などの解説をサポートするような映像
表現手法を研究している．撮影映像からのストーンの検
出には機械学習を用いる．図 3 に示すように，ストー
ンの進行をコントロールするためのブルーム（ブラシ）
によるスイーピングでストーンが隠れ画像特徴が変化

（オクルージョン）するため，2.1の顔向き推定技術で
用いた，あらかじめ特定の画像特徴を学習しておく事前
学習形の追跡手法では安定した追跡が困難になる．この
ため，近年，追跡対象の画像特徴を逐次的に再学習し，
識別器をフレームごとに更新する逐次形追跡手法が提案
されている．ストーンの追跡では，逐次形追跡手法の一
つである Kernelized Correlation Filter （KCF）を利用
し，スイーピングによる画像特徴の変化に対応した．た
だし，KCF をそのまま適用すると騒音の影響を受けや
すかったため，前処理でストーン領域の候補を抽出する
ことにより，より頑健な追跡手法へと改良した．

この技術を，日本カーリング選手権大会の中継（2017
年 1 月放送）で活用し，ストーンを頑健に追跡できる
ことを確認するとともに，軌跡の表示により，氷の状態
やチームの戦術についての解説をサポートすることがで
きた．図 4 は放送で表示した軌跡の例である．この軌

跡から，右側のコースはストーンが数多く通過したこと
で氷の表面の凹凸が削れ，滑りにくく曲げやすくなるこ
とが分かる． 

2.3　物体の空間解析技術
球技においてボールの位置や動きの情報を可視化で

きると，プレイを視聴者に分かりやすく伝えることがで
きる新しい映像となり得ると考える．また，このような
映像は選手や指導者にとってはトレーニングの支援，競
技主催者にとっては判定の補助など，様々な活用が期待
できる．そこで，複数のカメラで撮影した映像からボー
ルの空間中の位置を解析して，軌跡や速度などの動きの
情報を CG で表示するスポーツ中継用のグラフィックス 図2　多言語音声翻訳技術の研究開発について

図1　顔向き推定技術

図2　サッカー選手の顔向きの描画例

図3　スイーピングにより生じるオクルージョン

図4　ストーンの軌跡の表示例
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システム（5）の開発を進めている．
グラフィックスシステムにおける処理の流れを図 5

に示す．最初に，異なる場所に配置した複数のカメラ
（多視点カメラ）で，市松模様などの校正パターンを撮
影することでカメラ校正（6）を行う．これにより，カメ
ラ雲台から出力されるパン，チルトなどの符号器データ
からカメラの位置，姿勢などのカメラパラメータを算出
できる．次に各カメラで撮影した映像（多視点映像）か
らそれぞれ映像上のボールの位置を検出（7）する．あら
かじめボールの特徴量（ここでは，RGB，HSV 色ヒス
トグラム，LBP（ローカルバイナリーパターン））を学
習させた事前学習形の機械学習を適用することで，バ
レーボールの公式球のような複数の色が混在するボール
を，複雑な背景下で検出する．検出時は，映像から色情
報を基にボール候補となる領域を抽出し，特徴量を学習
させた識別器によりボール位置を決定している．ボール
の探索範囲を，ボールの移動距離などを基に調整するこ
とで，処理の高速化を図っている．各映像上のボールの
位置と，撮影カメラの位置，姿勢などのカメラパラメー
タを使ってボールの三次元位置を毎フレーム算出（8）す
る．算出されたボールの三次元位置情報から軌跡や速度
などを求め，撮影映像に対して軌跡の CG 合成を実現し
ている．CG 合成までの時間は約 0.3 秒で，スポーツ中
継でのリプレイシーンで十分使用可能な遅延時間になっ
ている．撮影映像にボールの軌跡 CG を合成した例を図
6 に示す．

グラフィックスシステムをスポーツ解説番組「スポー
ツイノベーション」（2017 年 10 月 1 日放送）のビーチ

バレーの解説で使用した．ビーチバレーの試合全球の三
次元位置を算出して軌跡を生成した．番組では，ボール
の軌跡映像を解説者の戦術解析を裏付ける映像として活
用した．

2.4　多視点映像表現技術
スポーツでは，一方向から見た映像だけではそのとき

のプレイや演技，技などの状況を伝え切れないことも多
い．このような場合，いろいろな方向から撮影した映像
を提示することができれば，その瞬間の状況をより詳細
に，分かりやすく視聴者に伝えることが可能になる．そ
こで，多視点映像を用いて，ある時点の被写体の周囲を
回り込んで見ているかのような多視点映像表現「ぐるっ
とビジョン」（9）の開発を進めている．

これまでの多視点映像の撮影では，あらかじめ被写体
の方向に向けた複数の固定カメラが使用されていた．こ
のため，フィールド上を移動する選手や点在する選手の
多視点映像を撮影することが困難だった．そこで，連動
する複数台のロボットカメラを使って，一人のカメラマ

図6　撮影映像にボールの軌跡CGの合成例

図5　グラフィックスシステムの処理の流れ

図7　多視点ロボットカメラシステム

（a）多視点ロボットカメラ（a）多視点ロボットカメラ

（b）操作部（カメラマンによる操作）（b）操作部（カメラマンによる操作）
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ンの操作で全てのカメラの方向を同じ被写体に向けるこ
とができる多視点ロボットカメラシステム（図 7）を開
発した．これにより，移動する被写体や広い空間に点在
する被写体の多視点映像が撮影可能になった．

しかしながら，多視点ロボットカメラシステムには，
カメラを動かす電動雲台の制御誤差やカメラ位置等を検
出するカメラ校正の誤差などが生じるため，実際には，
各カメラの光軸は被写体上の 1 点で交差していない．
このため，撮影した多視点映像をそのまま切換表示した
場合，回転の中心となる被写体位置が固定されずに上下
左右に動くために非常に見づらい映像になる．「ぐるっ
とビジョン」では，撮影した多視点映像を，各カメラの
光軸が被写体上の 1 点で交差した状態で撮影した時と
同等な映像になるように画像処理によって補正すること
を特徴とする．この補正した多視点映像によって滑らか
な切換えを実現し，図 8 に示すような，被写体の周囲を
回り込んで見たような多視点映像表現を実現している．
「ぐるっとビジョン」は，フィギュアスケートなどの

スポーツ中継番組で活用されている．また，比較的簡易
なシステム構成で新しい映像表現ができることから，ス
ポーツ番組以外にも「ABU 学生ロボコン世界大会
2017」（2017 年 9 月 18 日放送）やドラマの広報映像
などにも活用している．最近では，「ぐるっとビジョン」
映像に，2.3で紹介したボールなどの解析情報を CG
合成するグラフィックスシステムを組み合わせたシステ
ムの開発も進めている．

3 番組素材伝送用 FPU
スポーツ中継や緊急報道などのライブ放送では，制作

現場の映像や音声の番組素材を放送局まで無線で伝送す
る手段として，ランドラインの FPU（Field Pick Up; 可

搬無線伝送装置）や通信衛星による SNG（Satellite 
News Gathering）システムが用いられている．

FPU は，リアルタイムの映像・音声を遅滞なく途切
れず伝送する必要があるため，伝送レート一定で再送を
行わない単向通信のシステムとしている．図 9 に FPU
のシステムイメージを示す。FPU で使用できる電波の
周波数帯には，ミリ波帯，マイクロ波帯，1.2GHz/2.3GHz
帯があり，それぞれ電波の特性に応じた使い分けを行っ
ている．2020 年に向けてはこれら無線素材伝送装置で
もスーパーハイビジョン（4K・8K）を伝送できるよう
対応が求められている（10）．

本章では，4K・8K 番組素材伝送に向けてそれぞれ周
波数帯の特性に応じて研究開発を行った FPU の伝送技
術について紹介する．

3.1　大容量伝送を実現するミリ波帯FPU
スーパーハイビジョンを放送番組用素材として伝送する

ためには，映像圧縮に標準遅延の HEVC コーデックを用
いた場合でも，8K で 300Mbit/s 程度，4K で 150Mbit/s
程度の映像ビットレートが必要とされている（11）．超低遅
延の素材伝送を想定すると所要ビットレートは 8K で
400Mbit/s 程度になると想定している．そこで，広帯
域を利用できるミリ波帯（42GHz 帯）の電波を用いて，
チャネル帯域幅 125MHz（占有帯域幅 109MHz）と偏
波 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output） を 導 入
し て 最 大 で 600Mbit/s（32QAM-OFDM， 符 号 化 率
3/4）の伝送が可能な 4K・8K 用 FPU （図 10）を開発
した（12）．8K コーデックで映像符号化した 8K 信号を渋
谷の NHK 放送センターから砧の NHK 放送技術研究所
間までの距離 8km で無線伝送する実験を行い，晴天時
に 600Mbit/s を伝送可能であることを確認した．更に，
ミリ波帯の弱点である降雨減衰への対策として高出力の

図4　東京公共交通オープンデータチャレンジ

図8　「ぐるっとビジョン」映像
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電力増幅器を開発し，送信機出力を各偏波 0.5W（計
1W）とした．これにより所要ビットレートと想定して
いる 400Mbit/s （32QAM-OFDM，符号化率 1/2）の
8K 信号を降雨強度 20mm/h 時に 5km 無線伝送できる
見込みを得た（13）．

また，スポーツ中継や音楽番組などの制作現場におい
て，機動性が高く自由なカメラワークを生むためにワイ
ヤレスカメラへのニーズは高く，ワイヤレスカメラの
4K・8K 対応も求められており，OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing） に 比 べ て PAPR

（Peak to Average Power Ratio）を低くできる SC-FDE
（Single Carrier-Frequency Domain Equalization） を
用いたミリ波帯ワイヤレスカメラの研究も進めている（14）．

3.2　長距離伝送のためのマイクロ波帯FPU
マイクロ波帯の FPU を 4K・8K 伝送に対応させるに

あたっては，既存のマイクロ波帯 FPU と同じチャネル
帯域幅 18MHz と送信電力として既存 FPU と共存でき
るように検討を進めた．伝送容量の拡大のために，超多
値 OFDM 技術と偏波 MIMO を導入し，超多値変調に
より増加した所要 CN 比（Carrier-to-Noise ratio）を
抑えるため，誤り訂正符号に LDPC（Low Density 
Parity Check）符号を導入したマイクロ波帯 FPU（図

11）を開発した（15）．マイクロ波帯 FPU は降雨時でも
200Mbit/s（1,024QAM-OFMD，符号化率 5/6） を回
線設計上 50km 伝送可能である．送信機出力が各偏波
0.1W（計 0.2W）の試作装置を用いて，約 200Mbit/s
に圧縮した 8K 信号を埼玉県の堂平から渋谷の NHK 放
送センターまでの 59km 伝送できることを実証した．

3.3　移動中継用FPUの実現に向けた大容量伝送技術
移動中継用 FPU は，ロードレース中継などの移動伝

搬環境でも途切れることなく伝送できるよう，見通し外
伝搬に強く，マイクロ波帯に比べてドップラー周波数の
低い 1.2G/2.3GHz 帯の電波を用いている．FPU は単
方向通信で伝送レートが一定であり，移動中継では一部
の厳しい伝搬路での伝送破綻を避けるために，変調多値
数や誤り訂正の符号化率を固定的に下げて十分な伝送
マージンを確保して伝送を行っている．移動中継用
FPU を 4K・8K 伝送に対応させるにあたり，FPU に時
分割複信（TDD：Time Division Duplex）による双方
向通信機能を導入して，伝搬路に応じて送信ビームや変
調方式，誤り訂正符号の符号化率を適応的に制御する 4
× 4 TDD-SVD-MIMO （TDD-Singular Value 
Decomposition-MIMO）システム（16）を適用すること
を検討している．試作装置（図 12）による野外実験で

図9　FPUのシステムイメージ

図10　ミリ波帯スーパーハイビジョンFPU試作装置
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は，試作装置が目標とする 100 Mbit/s 以上の伝送レー
トと安定した移動伝送を継続できることを確認した．本
技術を用いた FPU が実用化されれば安定した 4K・8K
のロードレース中継が実現すると期待している．

移動中継用 FPU の研究の一部は，総務省の委託研究
「次世代映像素材伝送の実現に向けた高効率周波数利用
技術に関する研究開発」の一環として実施した．

3.4　標準化動向
FPU については，ARIB（電波産業会）において標準

規格として策定している．ミリ波帯 FPU は，平成 29
年 3 月に改定された ARIB STD-B43 2.0 版において
4K・8K 伝送への対応が行われた．4K・8K 伝送用マイ
クロ波帯 FPU についても，平成 30 年 1 月 22 日に
ARIB STD-B71 として標準規格が策定された．移動中
継用 FPU の 4K・8K 対応についても標準規格として策
定されるよう検討を進めていく．

4 まとめ
NHK 放送技術研究所で研究開発を進めてきた，ス

ポーツシーンを視聴者に分かりやすく伝えることを目指
した映像制作技術と 4K・8K によるスポーツ中継など
のライブ放送を目指した 4K・8K 用 FPU について紹介
した．今後もスポーツ中継における臨場感のある魅力的

な番組作りに寄与する技術の研究開発を進めていく．
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通信ソサイエティからのお知らせ

〈受賞者の声〉　笹瀬　巌
このたびは，名誉ある賞を頂き，誠にありがとう
ございます．表彰を受けられたのは，私を見守り
励まして下さった恩師の森真作先生，小澤慎治先
生，中川正雄先生，及び互いに切磋琢磨して優れ
た研究成果を生み出してくれた研究室OB・OG，
温かくサポートして下さった本会の皆様方のおか
げと存じ，心から深く感謝致します．これからも
情けに報い心（信）を通わす（情報通信）ことが
できる，心豊かな優れた人材育成に励む所存であ
りますので，どうぞよろしく御指導，ごべんたつ
のほどお願い申し上げます．

マガジン賞受賞を記念するポスターの前で

133ⓒ電子情報通信学会2018 「通信ソサイエティマガジン賞」を創設

2018 年度から，通信ソサイエティ（以下，通ソ）が

授与する賞として 「通信ソサイエティマガジン賞」

（以下，マガジン賞）を創設した．

本和文マガジンは読者層として現場の技術者や学生，

若手研究者を主なターゲットと想定している．このため，

通ソ論文賞の対象となる“論文”以外のカテゴリーの記

事が多数掲載されている．これらの記事は，和文マガジ

ンが想定している読者層に対する情報・知見の提供とい

う観点では，論文に劣らぬ価値のあるものである．

和文マガジンにおいては論文以外の記事も重要な誌

面構成要素であり，このような記事を対象とした賞を設

定することにより，執筆者のモチベーション向上や和文

マガジンの活性化が望める．

このような状況を考慮し，通ソ論文賞と同等レベルで

賞金授与を伴う「マガジン賞」を，通ソ論文賞である「和

文マガジン論文賞」とは別に新しく創設した．なお，和

文マガジン論文賞とマガジン賞は同一記事に対して重複

授与しないこととした．

マガジン賞は以下の 3点に基づき選定を行った．

(1) 文章の読みやすさ（了解性）

(2) 内容の分かりやすさ（難易度）

(3)  若手研究者・技術者，現場の技術員等にとって有

効な情報（有益性）

第 1回となる今年度のマガジン賞の対象記事は第 39

号（2016 年 12月）から第 42号（2017 年 9月）まで

に掲載された記事であり，これらの記事に対して 2段

階の審査を行い，最終的に和文マガジン編集委員会にお

ける議論により授賞記事を決定した．

■マガジン賞
「 難関国際会議への論文投稿を通じた若手の育成

――持続可能な研究コミュニティの確立――」

笹瀬　巌（慶應義塾大学）

2017年春号（No.40）解説　pp.235-239，April 2017.

受賞理由 : 対外発表（特に国際的な場での発表）を

行うことの意義が分かりやすくまとめられており，若手

研究者はもとより，指導・育成をする立場の方にも有意

義な内容である．和文マガジンの目的に沿った記事であ

り，マガジン賞にふさわしい記事であると判断した．
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 １． ことの始まり
人を介して本誌に「『私の研究者歴』を書いて欲

しい」と連絡があった．
「私は現役時代の後半（少なくとも三分の一）は

政治家や役人をだまして（うまく説明して）金を取
り，研究者に自由に使わせることを仕事にして来ま
した．本誌に私の研究者歴などというタイトルで書
く真面目な研究者ではなかったと思っています．そ
れも研究者歴と思われるなら引き受けましょう」と
返事した．これでこの話は終わったと思っていたが，
それでも書けと連絡が来た．私は研究者としては地
球物理に軸足を置いて来たため，この学会にはそれ
ほど貢献していないのに功績賞を頂き，名誉員にま
でして頂いて内心「借り」を感じて来たので，その
一部でもお返しできればと書くことにした．

現役（国研）を引退して四分の一世紀，もうソロ
ソロ本当の話が出ても困る人は少ないであろう．

 ２． 何で私が研究者に
ルーツ：日本が戦争に負けたのは私が 10 歳のと

きであった．それまでの戦前・戦中，私は「非国民
の家族」として生きた．父は後（1960 年代末の学
園紛争時代）に東大に滞在していたハーバード大学
の研究者が書いた本「Japan’s First Student Radi-

cal」に「東大新人会中興の祖」と書かれた社会主
義者であった．奈良県生駒郡富雄村（現在は奈良市）
に祖父が隠居所として買った山の上に建てた一軒家
のような所には，特高（特別高等警察：思想警察）
が始終来ていた．今から10年ほど前，山田洋次監督，
吉永小百合主演の映画「母べえ」に描かれていたよ
うなことが始終起こっていた．村の駐在所の巡査が
異動するときは前任者が後任者を連れて挨拶（非国
民の家族の顔を覚えさせる引き継ぎ）に来ていたの
であった．私たちは米の配給だけもらい，山（元田
んぼだった所もあった）の耕せるところは全て耕し，
庭の池（元田んぼのかんがい用）のコイやフナを釣っ
て生き延びた．

先祖は今の大阪市浪速区の大国町辺りの百姓
だった．畚野（畚はフゴのほかにモッコとも読み，
音読みではホン）という名字も，それまで名字を持
てなかった大多数の日本人と同じく，明治維新に近
くのお寺の住職に付けてもらったと聞いた．祖父は
七男でもちろん遺産はもらえないので，畑の大根を
大八車に積んで心斎橋辺りで売って元手を作り，人
の家の軒先を借りて米の小売りを始め，成功して卸
屋をしていたが，50 歳（当時は人生僅か五十年の
時代）の頃に奈良まで電車（大軌，現近鉄奈良線）
が通ったので，隠居所にと富雄駅から歩いて 10 分
ほどのところの山を買った．この山がなかったら
我々は生きて行けなかったであろう．その山と築

元通信総合研究所長

畚野信義
Nobuyoshi Fugono

研究研究研究もももイロイロイロイロイロイロもイロイロもももイロイロもイロイロもイロイロもももイロイロも

畚野信義 （名誉員）　
1961京大大学院工学研究科電子工学専攻修士課程了，電波研究所入所．1972～
1974米国科学アカデミー研究員(GSFC/NASA)，1989～1993通信総合研究所長，
1993～2014東海大教授，1993～1995GSFC/NASA 客員研究員, テキサス A&M
大・メリーランド大客員教授. 1995～1996東大気候システム研究センター客員教
授，1997～2001（財）テレコム先端技術研究支援センター専務理事，2001～2007
（株）国際電気通信基礎技術研究所社長，2009～2013奈良先端科学技術大学院大学
理事．1983科学技術庁長官賞，1998NASA Distinguished Public Service Medal，
2000紫綬褒章，2002武田賞，2006本会功績賞各受賞．
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100 年に近い家が今もある．私はほぼ毎月 1～2 週
間管理に通っている．齢八十を越えかなり負担に
なって来たが，この記憶を大事に残すためにもこれ
からも人手に渡す予定はない．
青春時代が…，後でほのぼの：中学校時代に同級

生を集めてハーモニカバンドを作ったのが音楽との
付き合いの始めだった．今は国の重要文化財に指定
されている奈良女子大の講堂での秋の音楽会で，当
時（昭和25年）パチンコ屋で流行していた「軍艦マー
チ」をやって校長（奈良女子大文学部長）からコッ
ピドク怒られたことを思い出す．戦後間もなく日米
講和条約が結ばれる前で，そういう軍国主義に関わ
るものはまだ一切御法度の時代だった．高校時代は
音楽と映画にはまっていた．そんな若者の多くが目
指す芸大の作曲科か指揮科に入るつもりであった．
しかし，当時はまだ戦後の厳しい時代で，資産やコ
ネのない者が音楽で飯を食おうとするのは餓死を意
味するような時代であった．母に猛烈に反対された．
東京へ行くのも反対だった．

私は午後に微熱がある（実は体温が少し高いだけ
だった）ことから肺結核を疑われ，国民学校 1 年
生の 5 月末から学校を休み，夏の終わりにぜん息
が出てどんどんひどくなった．当時は劇薬のエフェ
ドリン以外に薬もなく，あと 1 週間持たないと医
者に何度か言われた．発作のひどいときには母は一
晩中寝ないで背中をさすってくれていた．学校は落
第し，出席日数不足でもう 1 年遅れそうになった
とき何とか進級できたのも，当時は珍しい教育ママ
だった母が校長に談判してくれたおかげだった．こ
れで一つ親不孝を返せるかというようなつもりで音
楽をやめようと決めたのは，高校 3 年の正月休み
が終わった頃だった．どうするか迷っていた 1 月
末頃，4 月から京大で電子工学科というものが新設
されると新聞に出た．中学校時代ラジオ受信機（も
ちろん真空管）を作ったことを思い出し，そこを受
けることにした．しかしそのときアルコールの構造
式も覚えていなかった．結局 1 年浪人した．ぜん
息ではその後も何度か死に掛かったが，50 歳代後
半になって突然消えた．

大学 4 年の夏，工場実習には一番報酬の良かっ
た某電機メーカの新鋭テレビ工場を選んだ．しかし，
毎朝朝礼で「社歌」を歌い，「ひとつ○○の精神」
と唱えさせられるのと，1 秒でも遅れると赤字が出
る出勤カードにへき易して会社というところには就
職しないことにした．しかし，大学院に進んで見る
と，お釈迦様が天上から垂らす 1 本のクモの糸に
上から順番にぶら下がっているような当時の（実は

今もなお）大学の実情が見えて来た．私のように言
いたいことを言う奴は何時上の方で糸を切られても
仕方がない，と大学にも残らないことにした．残さ
れたチョイスは公務員しかなかった．

1960 年の夏，最後の年に見ようと思っていた祇
園祭の日に公務員一次試験があった．「過去問」の
本を買って，1 週間ほど泥縄で勉強した．祇園祭は
まだ見ていない．大学の定員が増える前，神武景気
で官民格差が 2～3 倍に達していた．（今は官の方
が高いそうだが当時は官がずっと低かった．）秋呼
ばれて狸穴にあった郵政省に行くと，面接もそこそ
こに車に乗せられ小金井の電波研究所（RRL）へ連
れて行かれた．所長がビールを注いで「何をやりた
いですか」と猫なで声で聞く時代だった．（通信分
野の公務員試験受験者 800 余人，合格者 10 人中の
1 番が幸いしていたのかも．）「何か新しいことをや
りたい」と言うと電離気体研究室に配属された．糸
川英夫さんが RRL の近く国分寺駅東の中央線沿い
の地（現在の早稲田実業学校敷地）でペンシルロケッ
トを初めて飛ばしてから僅か数年後，カッパー 8
型（K-8）が高度 200㎞に達し，電離層の直接観測
が本格化した頃だった．まだ通信衛星のない時代で，
長距離通信は実質的に短波通信によるしかなく，電
波の研究＝短波（電離層，太陽地球間地球物理）の
研究の時代だった．

 ３．  電離層（地球物理）の研究
時代

秋田道川海岸：1961 年 4 月に郵政省に入り，1
か月の研修が終わって連休明けから電波研へ出勤し
た．この年は池田総理の所得倍増論がけん伝され，

「スーダラ節」が大流行していた．ガガーリンが人
類で初めて宇宙を飛んだのが 4 月 12 日だった．そ
れが自分の宇宙人生の始まりにあった象徴的な出来
事だったと感じたのはずっと後のことだった．7 月
には我々の電離気体研究室が電離層観測装置（レゾ
ナンスプローブ，電子温度計等）を搭載していた
K-8-7 号機の打上げ実験のために秋田道川海岸の実
験場（図 1）へ初めて行った．南北に長く延びる幅
50 ｍ程度の砂浜の後ろに，やはり幅数十ｍの松の
防風林があり，その後ろを鉄道（羽越本線）と国道
7 号線が並行して走り，その後ろには村落があった．
素人感覚としてこれで危なくないのだろうかとチ
ラッと感じた．南北に延びる砂浜の南方約 1㎞のと
ころに国鉄の駅（道川）があり，打上げの直前に汽
車が来ると駅で停車して発射を待つというのんびり
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した時代だった．作業の合間には，遠浅の海でハマ
グリを拾ったり，岸に押し寄せた雑魚（サバの稚
魚？）をざるですくって，生きたまま酢としょう油
で踊り食いするなど大いに楽しんだ．

その年の秋（東京から秋田まで 1 万円で買った
スクータで行った），年末と実験は順調に進んだが，
翌 1962 年 5 月の K-8-10 の打上げに失敗した．点
火されたロケットはブチュブチュと異様な音を立
て，炎に包まれながらランチャからヒョロヒョロと
上がり，目の前の海へチャポンと落ちたように見え
た．当時の固体ロケットでは 1 段目点火，切り離し，
2 段目点火は同時に行われた．延時管によって所定
のタイミングで 2 段目は海の中で点火され，海岸
へはい上って来て，実験場をネズミ花火のように飛
び回った．戦争中の空襲を思い出した．夜の実験だっ
たので，道川駅近くの観覧（記者）席からは実験場
が火の海になったように見えたそうであった．幸い
全員無事だったが，火の粉の一部が村落に飛んで，
一気に実験場反対の気運に変わった．ロケットの性
能の向上で，対岸のソ連領海に届くおそれがあり，
移転場所としてそれ以前から準備されていた内之浦
への早急の移転が決まり，その後道川へ行くことは
なかった．
鹿児島内之浦：内之浦（図 2）でのロケット発射

は 1963 年末から始まった．アーリーバードによる
日米間最初の衛星通信でケネディ大統領の暗殺が報
じられた日（11 月 23 日）の翌日，平尾室長（後
に東大宇宙研教授）を含めて 4 名の室員が 2 万 5
千円ずつ出して 10 万円で買ったポンコツ自動車に
実験機材を積み込んで内之浦へ出発した．その頃日
本には高速道路はまだ 1cm もなかった．国道 1 号
線は曲がりなりにも全部舗装されていたが，2 号線
の舗装率は半分くらい，3 号線では大きな街の中だ
けが舗装されていた．この辺りの話は書けば面白い
が切りがない．とにかく，今の日本からは想像もつ

かない世界だった．砂ぼこりだらけになって着いた
内之浦は，ラムダの発射台が建設されていたロケッ
ト台地以外はまだプレハブだけで，その間をつなぐ
道は時々マムシが横切るぬかるみだった．その後
1971 年 9 月のミューロケットによる我が国最初の
科 学 衛 星「 し ん せ い 」 の 打 上 げ ま で は，IGY 

（International Geophysical Year） の 後 , IQSY 
（Internat ional  Quie t  Sun Year）, IASY 
（International Active Sun Year）と矢継ぎ早に続
き，毎年多くの観測ロケットが打ち上げられ，大型，
新型のロケットも次々登場し，実験場は活気を呈し
どんどん整備されて行った．私も 1 年の四分の一
以上も内之浦にいた．内之浦ではまだテレビが映ら
ず，東京オリンピックはラジオで聞いた．東京から
鹿児島まで特急「みずほ」でほぼ丸一日，鹿児島か
ら鹿屋を経由してフェリーとバスで内之浦まで 6
時間掛かった．
「しんせい」打上げに先立って，種子島で科学技

術庁（科技庁）のロケット実験が始まり，漁業交渉
が持たれるようになり，ロケットの打上げの機会は
厳しく制限されるようになった．しかし，鹿児島だ
けでなく，広島や大分，愛媛の漁協までが権利を主
張し，補償を求めて来たのには驚いた。

私 は「 し ん せ い 」 の 後，1972 年 3 月 か ら
NASA/GSFC（米航空宇宙局／ゴダード宇宙飛行セ
ンター）で働き，帰国（1974 年 5 月）後は衛星通信，
リモートセンシングに足場を移し，内之浦へ行く機
会はなかった．1992 年，通信総合研究所（CRL：
Communication Research Laboratory，NTT の
民営化に対応するためもあり，1986 年に名称変更）
の所長時代に鹿児島で開かれた ISTS（宇宙技術及
び科学の国際シンポジウム）のツアーで行った内之
浦は見る影もなく活気がなかった．そのときこれは
私のセンチメンタルジャニーだなという感じがし
た．

図 1  　秋田道川海岸実験場
（K-8-8 号機発射前，1961 年 10月）

図 2  　鹿児島（内之浦）宇宙センター（KSC）ロケット台地
しんせい打ち上げの頃（1971 年 9月）
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 ４． 衛星通信の研究（ETS-II/
ECS）時代

商売替え：1960 年代後半から RRL は電離層観
測衛星（ISS），実験用静止通信衛星（ECS）などの
計画を始めた．その頃私は東大の観測ロケットや衛
星を使った上層大気の研究をしていて ISS の上層大
気組成の観測器にのみ関わっていたが，1974 年 5
月に NASA から帰ったときの RRL は，更に CS（実
験用中形通信衛星），BS（実験用中形放送衛星），
ETS-II（日本が最初に静止衛星軌道へ打ち上げる技
術試験衛星で ECS の予備実験としてミリ波の伝搬
実験を行った）を抱えており，RRL の毎年の新採
用者は研修が終わると全員が即時に鹿島支所へ配属
される状態であった．私はトロッコのレールに新幹
線を走らせていると皮肉っていたが，私にも，「お
前はアメリカで 2 年以上も好き勝手なことをやっ
て来たのだから，通信衛星を手伝え」という，トバッ
チリがやって来た．いろいろ考えた末，10 年余り
やって来た電離層（地球物理）から衛星通信に商売
替えすることにした．その理由を今改めて整理して
考えてみると，私が学校を出て RRL へ就職した頃
の長距離通信は短波に頼るしかなかったが，通信衛
星が実用化され，これからの通信の研究はそれまで
主流だった電離層・上層大気・太陽地球間物理から
変わって行くという見通しがあったことは確かであ
る．しかし，私の気持ちにはもっと本質的なものと
いうか底流があった．私の教育のバックグラウンド
は電子工学である．それが就職して地球物理が主体
の世界に入った．電子工学は言わば数学・物理の世
界で，再現性のないことは信用されず，学会の発表
でも全く受け入れられない社会である．一方，地球
物理は言わば博物学であって，完全に同じことは二
度と起こらない世界である．学会発表でも二つの現
象のときの地磁気の変動のデータを並べ，上と下の
様子がこの辺で似ているとか似ていないとかなどと
言う話がまかり通っていた．今はデータもディジタ
ル処理され，結果は奇麗に画像化されているのかも
しれないが，当時は汚いペンレコーダの軌跡そのま
まだった．「これが学会で発表する研究（学問）か」
という違和感がズット心の底に通奏低音のように聞
こえていて，私の決心の背中を押したような気がし
ている．
降雨レーダとの出会い：私は ETS-II と ECS を担

当することになった．すぐの実用化を目指していた
CS や BS と違い，将来ミリ波の衛星通信を実現す
るための確かな研究要素のある計画であること，中

心のミリ波の伝搬特性の解明には自然現象（降雨や
大気）が関わるサイエンスとしての研究のニオイが
あったことも気に入っていた． 

それまでの地上波の電波伝搬特性（特に降雨減衰）
の研究は，一定の距離を離して置いた送受信機の間
の伝搬経路の下に降雨計などを並べて長期間（少な
くとも 10 年程度）観測し（データを取り），統計
的な処理をして結論を出すというのが主流であっ
た．しかし，公称寿命 1 年半の ETS-II ではこの方
法は採れない．また衛星通信の電波の経路は地上伝
搬の経路とは異なり，そこでの降雨や大気の状態も
地表と全く違う．そこで降雨の観測にレーダを使う
ことにした．全天空を僅か 2 分間でスキャンし，
任意の断面や電波伝搬経路の降雨強度分布を即時に
示せるという優れ物であったが，現在と比べると当
時（40 年以上前）のエレクトロニクスの技術はハー
ド，ソフト共に十分進んでいなかった，というより
現在に比べると幼稚な状態であった．ディスプレイ
はまともなカラー画像表示ができず，カラープリン
タもなく，トレースや色塗りにアルバイトの女性を
多く必要とする有様だった．増してやレーダによる
降雨の定量的な観測ができる保証はなかった．当時
の電波伝搬の研究者たちからは，そんなもので得た
結果は信用できないとクソミソに非難，反対された．
更に，予算計画にはレーダを造る金はもちろん入っ
ていなかった．

当時の宇宙関連の予算は経験の全くない計画に
ついて手探りで中味の試算をして，それにリスク（予
測できなかったことが起こったとき）に対処するた
めの安全係数を掛けるようなアバウトなやり方で算
出し，更にその後に確かな根拠のない財政当局の査
定を経て決まった予算額がスタートラインになっ
た．メーカが最初に予算額の倍くらいを吹っ掛けて
来ることから始まり，スペックダウンしながら交渉

（取引）して，予算内に収めるというのが普通だった．
メーカ間での裏の交渉もいろいろあったのではない
かと思われる．全く経験のない新しい開発をするた
めには，そういうやり方も必要な（そうでないと無
理が出て来て長続きしない）ことは私もよく分かっ
ていた．しかし，私は ETS-II,ECS の地上実験局建
設について一切事前の交渉をせず，完全競争入札（タ
タキ合い）にした．最初の見積もり額はどのメーカ
のものも予算の 2 倍程度だったが，入札の結果は
予算より大幅に低い価格で落札され，降雨レーダを
造る金（約 3 億円）ができた．ところが，当時は
降雨レーダを使って（持って）いたのは気象庁しか
なく，降雨レーダを造っていた我が国の主要 3 社
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は仲良く共存共栄していたようだった．その平和な
コミュニティへ RRL が割り込んで最先端の機能と
性能の降雨レーダを造ろうとしたのだから，今まで
の秩序を壊すことになり，上を下への大騒動になっ
た．私は「天の声を聞かせろ」という業界の攻勢を
逃げて志賀高原へスキーに行った．帰って来ると幸
い受注メーカは決まっていた．徹夜で真剣に話し
合った結果だということであった． 

ECS は Ka バンド（ミリ波）による衛星通信を目
指す実験衛星で，ETS-II はそのための伝搬特性の
データを取ることが目的だった．ミリ波の実験では
激しい雨（豪雨は多くの場合狭い範囲に集中して降
る）によるミリ波の減衰を避けて通信回線を維持す
るため，サイトダイバーシチ効果を確かめる実験を
することにした．そのため鹿島に主局，平磯に副局
を置き，主局と副局を結ぶ衛星回線切換用の制御回
線に光ファイバを使うことにした．工事の準備をし
ているとき，当時の電電公社から数名が血相を変え
て私のところに駆け付けて来た．電電公社は横須賀
通研で本格的に光ファイバの研究を進め，その成果
を基に全国で大々的に光ファイバの敷設工事を行っ
ており，1～2 年後に一部サービスを始めることに
していた．そんな時に RRL で先んじて「勝手に」
光ファイバを敷いて使われては困るということだっ
た．彼らの立場も分かるので，制御回線にはマイク
ロ波を使うことにして，電電公社からは途中の中継
のために高さ 60m の業務用マイクロ波中継鉄塔の
テッペンを提供してもらうことにした．

主局，副局と言ってもアンテナ（10 ｍφ）や送
受信機から建物に至るまで，全く同じ性能と規模の
ものにした．ETS-II 搭載の伝搬実験用送信機がミ
リ波に至る倍数関係の 3 周波がコヒーレントを保
つという優れた設計（RRL から NASDA ＝宇宙開
発事業団＝へ行かれた K さんの発想と聞いている）
だったこともあり，実験結果は自分でも自信の持て
るものだった．サンディエゴの学会で結果を発表し
たが，講演が終わると当時飛ぶ鳥を落とす勢いのベ
ル研や空軍のシンクタンクなどから講演依頼が殺到
した．しかし，当時の出張はスケジュールが完全に
固定された超ディスカウントの大韓航空で，受ける
ことは不可能だった．IEEE の Transaction で ETS-
II（計画・システム・実験成果）の特集を出すこと
ができた（1）～（5）．

ETS-II の実験は大成功し，優れた成果を得られ
たが，ECS はバックアップも含めて 2 機とも打上
げに失敗し，大金を掛けた地球局施設の巨額の経費
や研究者をはじめ多くの人たちの努力は実質無駄に

なったが，そのために整備し，ETS-II で経験を積
んだ我が国初の高性能降雨レーダは多くの優れた成
果を上げるとともに，その後の世界初の衛星搭載用
降雨レーダの開発と宇宙から雨を測る日米共同衛星
計 画， 熱 帯 降 雨 観 測 衛 星 TRMM（Tropical 
Rainfall Measuring Mission）につながった．
またも商売替え：ECS の打上げはアポジモータ

の不具合で失敗した．その頃はロケットや搭載機器，
衛星が失敗した場合に備えてバックアップが作られ
ており，ECS も 1 年後に再打上げがされることに
なった．その直後に翌年度（4 月）から新設を認め
られた衛星計測部（衛星通信のポストプロジェクト
としてリモートセンシング等の研究を行う）への異
動の打診があった．それでは自分が苦労して準備し
た実験ができず，その成果を得られなくなるという
不満はあったが受けることにした．

その理由は二つあった．一つは GSFC にいた
1972 年に EARTS（後の LANDSAT-1）が打ち上
げられた．当時の分解能は 80 ｍでしかなかったが，
初めて宇宙から見た地球は目を見張るものがあっ
た．宇宙から地球を見ることで今まで分からなかっ
たことがどんどん見えて来るということが実感され
た．日本へ帰ったらリモートセンシングをやりたい，
特に電波を使ってやりたいと思うようになってい
た．その後 SEASAT に映像レーダやいろいろな電
波センサが搭載されたのには「シテヤラレタ」とい
う強い気持ち（焦り）があった．そしてもう一つの
理由（というより予感）があった．私が RRL へ入
所した 1961 年は，糸川さんがペンシルロケットの
実験を始めて僅か数年後，正に我が国の宇宙開発の
れい明期だった．それ以来見て来た宇宙開発，特に
ロケットの打上げは非常にリスクの高いものであっ
た．ECS はもう一度失敗するのではという予感が
あった（ような気がする）のである．

 ５． TRMM（熱帯降雨観測衛星， Tropical 
Rainfall Measuring Mission）

尻拭い：TRMM（図 3）は主観測機器（衛星搭
載降雨レーダ）と打上げロケットを日本が，衛星と
他の観測器をアメリカが担当した日米共同衛星計画
である．また外国の衛星を日本のロケットで打ち上
げた最初の例でもある． 

ETS-II, ECS,CS, BS 等の通信・放送衛星計画の
終わり（実用化）が見えて来た頃，RRL ではポス
トプロジェクトにリモートセンシングを選び，具体
的に何をやるかを検討する委員会が作られていた．
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私は ECS の失敗の後始末に忙しくてそのようなも
のがあることすら知らなかったが，その委員会で衛
星搭載用降雨レーダの開発が決められた．ETS-II
の実験でその難しさを嫌と言うほど知っていたか
ら，もし私がこの委員会に関わっていたら大反対を
していただろう．しかし，それをやることが私の役
目となったのである．あるとき私がふと「俺が尻拭
いをするのだな」とつぶやいたら，その委員会のメ
ンバーだったある先輩が聞き付け，ボロクソに怒ら
れた．私は反論しなかったが，20 年後に TRMM
が打ち上げられたとき，その先輩は私の言った「尻
拭い」の意味を分かってくれたのではないかと期待
している．
前史時代：滑り出しは順調だった．1976 年度か

らシステムの検討が始められ，1977 年に実験用の
航空機搭載用 2 周波散乱計・放射計製作の概算要
求を出し，運良く認められ，1978 年度から製作に
掛かり，1980 年度から飛行実験を開始した．1981
年の年末にはアメリカであった気象関係のシンポジ
ウムに最初の実験結果を発表した．すぐにレーダ気
象学を創設した Dr. Atlas（GSFC の Director of 
Laboratory for Atmosphere）から共同研究の提案
があったが，まだ応じるだけの経験も実績もなかっ
た．しかし，何度も要請が来て 1983 年になって共
同実験に合意した．日本からは航空機搭載 2 周波
散乱計・放射計を持って研究者が参加する．アメリ
カは航空機実験，日本からの研究者の招へい等その
他の経費を一切負担するという内容であった．航空
機搭載 2 周波散乱計・放射計のアメリカへの輸出
は COCOM（先進技術の共産国への漏えいを防止
する国際協定）の対象になり難航した．飛行実験は
1985 年 6 月から始まった．たまたま私はその年の
9 月に NSF（米国科学財団）がスポンサーの太陽

地球間物理のワークショップに招へいされた．
GSFC で同僚だった研究者がその会議を主催してい
た．余談だが私はその分野から商売替えをして長く
たっていたので，RRL で電離層研究の生き残りの
ために始めていた「宇宙天気予報」の内容を紹介し
た．これは予想以上に彼らに強いインパクトを与え
たようで，それ以来「Space Weather」という言
葉が外国でも使われ始めた．

私がこの招へいを受けたのはそれを利用して
Wallops で行われていた飛行実験を見たかったため
であった．このプロジェクトを管轄する NASA/
HQ（本部）の Dr. Theon が付きっきりで案内して
いろいろなところを見せ，いろいろな人に会わせて
くれたが，帰る前の日になって突然 TRMM を日米
共同衛星計画にしないかと言い出した．私は「降雨
レーダは Space Station（宇宙ステーション）に搭
載するつもりだ」と言った．すると彼は「Space 
Station は来世紀のものだ．Small Satellite（ここ
では普通の衛星の意味）の方が確実だ」と言った．
その 1～2 年前，レーガン大統領が日本へ来て，宇
宙ステーション計画への日本の参加を要請し，中曽
根首相が参加を決めたばかりで，当時（1985）の
日本では宇宙ステーションは 1992 年に運用を始め
ると皆が（私も）信じていた．私は NASA/HQ の
幹部（日本の役所で言えば本省課長以上）の立場に
いる人間がハッキリそう言ったことに本当に驚い
た．しかし，私は翌朝ダレス空港へ見送りに来た
Theon に OK と言った．もちろん私は日本の宇宙
開発の仕組みの中でそういう形でこれを実現するこ
との難しさを人一倍よく知っていた．ミッションイ
ンポッシブルとさえ思えた．しかし一晩考えた末，
ひょっとしてこのやり方がこのミッションを実現す
る「ウルトラ C」になるのではないかという予感が
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図 3  　熱帯降雨観測衛星（TRMM）
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した．実はこれを実現するのはこのまま普通のやり
方をしていては無理だと感じていた．

約 1 か月後の 11 月に NASA はアメリカ中の関
係する研究者を集めて TRMM のコンセプトを議論
する会議を開いた．私は NASA から招請され，旅
費は NASA 丸抱えで参加した．当時日本の国研に
は外国旅費はすずめの涙ほどしかなかった．国際学
会に一生に一度行けるかどうかという有様だった．
その後もいろいろな会議に何度も出たが，いつも
NASA が二つ返事で出してくれた．私だけでなく
関係する研究者を派遣するときもそうだった．これ
がなかったら TRMM 計画はあんなにスムーズに行
かなかっただろう．

この会議に出席していろいろなことが見えた．正
直言って我々がこれを始めたのは，宇宙から雨を測
ろうという技術的な動機（興味）が主体だった．ア
メリカでこの計画の中心になっている人たちは気象
の研究者であった．私は共同実験で RRL から
GSFC へ派遣していた中村健治君（後に名大教授）
と相談して彼の先生の東大理学部気象学科の松野教
授に参加をお願いすることにした．大学や気象庁に
いた松野先生の優秀な弟子が多く参加してくれ，こ
れでその後利用の分野も含めて TRMM 計画をアメ
リカと対等に進められる力になった．一方アメリカ
側のセンサの専門家としてはマイクロ波放射計の研
究者はいたが，レーダ関係では気象レーダ研究の大
御所の Dr. Atlas 以外にはレーダのデータ解析（降
雨量計算のアルゴリズム）の若い研究者が実質的に
一人いるだけだった．彼らの目的のためには我々の
レーダをどうしても必要としていた．

この会議で TRMM 計画の方向が見えたと言うよ
り，日米の分担を除き全体像がハッキリした．日本
は主搭載機器のレーダを造ることになったが，我々

（RRL）には金がなかった．いろいろ考えたが
NASDA に出してもらうしかなかった．当時副理事
長をしておられた園山さんにお願いに行った．園山
さんは「畚野君，NASDA はレーダだけに金を出す
ことはできないが，この衛星を H-II で打上げるな
らレーダも作れるかも知れんぞ」と言われた．当時
静止軌道へ通信衛星等 2 トンを打ち上げる能力の
ある液水・液酸の H-II ロケットを開発していたが，
必要性等の説明に苦しんでいた．アメリカの衛星を
打ち上げることは状況の好転に役立つと思われたの
だろうと感じた．我々にとっても願ってもないこと
で，レーダだけならセンサを提供するだけだが，ロ
ケットも出すなら日米対等の国際共同衛星計画にな
る．Theon に連絡すると飛び上がって喜んだ．そ

れは 1986 年の 1 月頃だった．
それから Theon と密接に連絡し，6 月にワシン

トンで開かれた SSLG（Standing Senior Liaison 
Group，宇宙分野の日米協力の最高意思決定会議，
日本の宇宙ステーション参加を機に設置され，
NASA 長官と科技庁長官が共同議長）に日米双方
から TRMM を提案して認可された．
諦めたときが負けたとき：しかし，その後日米と

も（特に日本側）に動きが見られなかった．そこで
8 月に NASA の Edelson 副長官のオフィスへ押し
掛けた．その会議では NASA の Foreign Affairs 
Divi sion は，日本が H-II ロケットを完全に国産技
術で造ることができるかはまだ分からない，と国務
省が言っていると難色を示した．当時「アメリカの
技術を少しでも使って造った日本のロケットでは日
本の衛星しか打ち上げられない」という日米間の取
決めがあった．会議は難航したが Edelson 副長官
は最後に「1 年間のフィージビリティスタディを提
案する手紙を SSLG の共同副議長として相手側の斎
藤成文教授に書く」と言ってくれた． 

手紙が着いたとき日本は上を下への大騒動に
なった．斎藤先生から手紙を受け取った当時の科技
庁中村方士宇宙国際課長の努力で，受諾するという
科技庁局長の返信が送られた．フィージビリティス
タディは 1987 年に 4 回（東京で 3 回，ハワイで 1
回）行った．11 月の第 4 回に先立って 10 月に国
際シンポジウムを東京（霞が関ビルの東海大校友会
会館）で行った．このシンポジウムの経費の全て（エ
クスカーションの費用も含め）を東海大（坂田教授）
が支援してくれた．ゼロ・シーリング，マイナス・
シーリングという歳出抑制策が続いていた当時の国
研にはそんな金はとてもなかった．また坂田教授の
発案で外国からの参加者各自に一人 3 本ずつ無税
の酒を持って来てもらい（当時洋酒の内外価格差は
非常に大きかった），それで毎日ドンチャン騒ぎを
した．（酒以外の費用も東海大持ちであった．）アメ
リカ人たちはこれで日本は TRMM を本気でやると
思った．実はそうではなかったのである． 

TRMM は可能だとするフィージビリティスタ
ディの報告は 1988 年春に日米で相次いで署名され
たが，それからが一番苦しい時代だった．アメリカ
側の計画が着々と進む一方，日本側の進み方は悪
かったと言うより動きがなかった．「諦めたときが
負けたとき」と頑張った．当時の科技庁田中征治宇
宙国際課長には外務省の担当者を集めて ODA（政
府開発援助）の可能性を探るなどいろいろ粘り強く
支援，激励してもらった．これがなかったらあの頃
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あれほど粘れたかどうか．
2 年ほどほとんど絶望的な状況が続いていたが，

突然予想もしない状況の展開が起こった．1989 年
のパリでの G7 サミットでは，1992 年のリオ環境
サミットをにらみ地球環境が主要議題の一つとなっ
た．日本でも地球環境に努力しているという姿勢が
必要だと考える人が増えた．今まで私たちが担いで
いた TRMM の籠の前に立ち塞がり，妨害していた
人たちが突然籠を担いで走って行ったのである．
我々は「アレヨ，アレヨ」と驚いて呆然としていた
ぐらいの変わり身の早さだった．しかし実はホッと
した．TRMM の研究開発フェイズが宇宙開発委員
会の見直しで認められたのは翌1990年7月だった．
それからは割合着実に進み，TRMM は 1997 年 11
月に打ち上げられた．
ビッグプロジェクト：TRMM は最初の計画から

打ち上げまで 20 年間掛かり，打上げから 17 年生
きてデータを送り続けた．合計 37 年，大学を出て
就職した人が定年になるまでに相当する期間であ
る．計画立案に参加する人，立ち上げの駆け引きに
尽力する人，衛星計画や地上での実験計画の策定や
実験システムの製作・建設・調整作業といった泥臭
い仕事に汗を流す人，衛星が打ち上がってから実験
に昼夜走り回る人，そしてデータを解析して論文を
書く人と様々あり，最初から最後まで関われる人は
まず居ない．それぞれが人生のタイムフレームの巡
り合わせに応じて貢献して計画は成り立つ．最初宇
宙から雨を測る（もっとハッキリ言えば，そのため
の金を取る）努力を始めたときには期待しなかった，
いや，想像もしなかったすばらしい成果が出た．こ
れを評価され TRMM の後継機の GPM （Global 
Precipitation Measurement）が実現した．今後も

次々と引き継がれて行くだろう．これに関わった人
たちそれぞれの努力の賜物である． 

余 談 だ が， 私 は TRMM で NASA の Distin-
guished Public Service Medal（DPSM）を受けた．
NASA から「これは DSM と並び NASA 最高の賞

（Public は Non-Civil Servant，民間の意味）で，
宇宙飛行士は 4 回飛べば DSM を受けられる（それ
くらい値打ちのある賞だと言いたかったらしい）」
と説明を受けた．日本人最初だというので調べてみ
るとトルネード（竜巻）の研究で有名なシカゴ大の
藤田教授がダウンバースト（飛行機の離着陸時に突
然墜落を起こす気象現象）の解明で受けておられた．
二人目だと言うと，「あれはアメリカ人だ」と
NASA にアッサリ言われた．

TRMM は上記から分かるように，我が国の宇宙
開発の普通のプロセスとはかなり異なる（少々強引
な）経路をたどって実現した．そのため関係者の受
け止め方（毀誉褒貶）も様々であった．（私はあの
やり方でなければ TRMM は実現しなかったと思っ
ているが．）しかし，非常に大きな成果を得たこと
が認められ，JAXA からその記録が出版された．様々
な資料やインタビューを基にプロのライター（元
ニュートン編集長）にまとめてもらったもので読み
やすいものにでき上がっている（6）．

TRMM は 2015 年半ばに軌道制御用燃料が尽き
て大気中に消滅したが，その 1 年前（2014 年 3 月）
には GPM が TRMM と同じ日米の分担で種子島か
ら打ち上げられた．私も種子島で立ち会うことがで
きた．TRMM の成果はアメリカでは日本以上に非
常に高く評価されており（図 4），打上げにはケネ
ディ大使，NASA 副長官なども参加した．
念願の実用化：2016 年 3 月 24 日，気象庁は

ＴＲＭＭ

2005/8/25
Florida
by PR

2005/8/28
Gulf Bay
by PR

New Orleans

by Ground Radar

図 4  　ハリケーンカトリーナの降雨観測データ
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GPM の降雨レーダのデータを定常業務（予報）に
使用すると発表した．私たちが宇宙から降雨の観測
をするための努力を始めたときからの最終的な目標
は，その観測データが天気予報に使われることで
あった．しかし，気象庁は多様で膨大な定常業務（日
常の天気から台風，豪雨，地震，噴火，津波等様々
な自然現象の予報・警報，離れ島も含めた多くの観
測拠点や施設の運用等）を抱えている組織である．
現状のルーチン業務に新しい何かを追加，変更する
ことには，当然非常に慎重（保守的）であった．無
理と思われるほど遠かった目標が 40 年後にやっと
実現したのである．本当に感無量である．TRMM
のプロジェクトに参加した日米の多くの研究者たち
の努力で，予報に使えるほどの信頼性があると認め
られたものと理解している． 

GPM が打ち上げられた翌週，たまたま別の目的
で米国（メリーランド州）へ行く機会があり，運良
く GSFC のコントロールセンターで GPM の降雨
レーダのスイッチオンに立ち会うことができたが，
打上げ直後であるとは言え，予想以上に多くの要員
が管制に関わっていることを知った．「これだけの
体制を維持するにはかなりの経費が掛かっている
な．GPM でも研究だけをやっているのでは（実用
に利用されなければ）今後は危ないな」と強く感じ
ていただけに正直ほっとしている．

 ６．中曽根補正
説明のコツ：長年続いた政府のゼロ・シーリング，

マイナス・シーリングで，RRL/CRL の予算は毎年
減り続け，多数の衛星計画（ISS, ETS-II, ECS, CS, 
BS 等）を抱えていた昭和 50 年代の初めをピークに，
61（1986）年度（この夏企画部長になった）には
総額 40 億円に落ち込んで，人件費の比率が 50％
を超えていた．一方その頃，二度の石油ショックに
よる世界的景気の低迷の中から他の先進国より一足
早く抜け出した我が国の景気はバブルの頂点に近付
き，貿易黒字（特に対米）は巨額になり，更に膨れ
上がりつつあった．これに対する各国からの不満・
圧力をかわすため，1987 年度開始早々，当時の中
曽根内閣は補正予算を組むことにした．その内容は

「輸入するものだけ OK →輸入するものなら何でも
よい」というものだった．

そこで所内に提案を公募したところ，種々雑多，
玉石混交，多数の提案が集まった．それらを厳選し，
総額 100 億円を超えない程度に 4 件要求すること
にした．金額の大きい順に，① VLBI （Very Long 

Base line Interferometer）用 34m アンテナ，②光
衛星通信用自動追尾赤外線天体望遠鏡，③航空機搭
載用合成開口レーダ，④新しい周波数標準研究のた
めの超伝導の研究である．こういうときに良い（な
るほどと思わせる中味のある）案（要求）がすぐ出
て来る（レスポンスの良い）のは，日頃あれをやり
たい，これをやりたいと言い，それができないのは
研究所にかい性がないためだ，こんな有様では研究
所と言えない，などと不平不満を言っている連中か
らだった．彼らの多くは，こういうものがあればこ
ういうことができると具体的にきちんと考えて調査
していたことがよく分かった．現状に満足（妥協）
して，大人しく一見真面目に研究をしている者たち
からは音沙汰がなかったり，全く信用のできない中
身のものや見るからに下らない思い付きらしいもの
が出て来た．

要求を提出して間もない 5 月の後半頃だったか，
朝からどこかへ立ち寄って（企画部長というのは言
わば渉外・営業担当のようなものである）昼前に研
究所へ帰った．玄関で企画部の I 主任研究官が待ち
構えていて「大蔵省の主査がすぐ来いと言っている」
というので，待っていた車に乗り，中で彼の持って
来た要求書に目を通しながら弁当を食った．（何が
起こっても昼飯を食い損なわないために毎日弁当を
持って来ることにしていた．実はもう一つ別の重要
な理由もあったが．）お茶がないだろうと，Ｉ君が
手際良く？ 2ℓペットボトルに水を入れて来てい
た．（実はこれには少々へき易したが飲むしかなかっ
た．多分業務係の流しの下に転がっていたものを
拾って，水道水を入れて来たに違いない．）

その後，私は所長時代，当時 93 あった国研の集
まりの代表幹事を務め，ずっと後には国立大学法人
の経営協議会の委員や理事等を経験したが，国研や
国大から大蔵省へ直接に予算要求の内容の説明をす
る例はなかった．国大や国研は要求を所管する各省
へ提出し，説明を受けた各省の係官が大蔵省の主査
等に説明する．隔靴掻痒を絵に描いたような仕組み
である．これは宮内庁に次いで小さい郵政省一般会
計の中に一つしかなかった国研（CRL）の特殊な状
況のためと思われるが，正確な説明ができるという
意味で大変幸運なことだった．

大蔵省の係官は官僚の中でも特に優秀で，文系の
人でも高校までの数学や理科はよく理解した秀才で
ある．例えばこのとき，上記要求の④番目の説明で，
レーザクーリングの説明にブラウン運動の話を持ち
出すと強くうなずいていた．説明の全部が完全には
分からなくても，一つでも自分が理解して納得でき
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れば，他の説明も本当のことを言っていると信用し
てもらえる．これで大丈夫（手応えがあった）と感
じた．大蔵省に限らずお役所相手の説明で重要なこ
とは「説明はうそでも理路整然としていなければな
らない」ということである．いかに一生懸命良心的
に説明しても，内容がぶれたり，ちょっとでも修正
したりすると信用を失い失敗に終わる．こういうと
き私がいつも心掛けていたことは， 「心にもないう
そはついてもよい（うそをつかなければならない場
面は多くある）が，真っ赤なうそをついてはならな
い」ということである．この二つのうその違いの説
明は（今はこれをそのまま言うと「セクハラ」と非
難されると思われるが，なかなかこれ以上のピッタ
リの説明を思い付かないし，過去，もうかれこれ 3
分の 1 世紀ほども昔のことでもあるので，大目に
見て頂くとして）「不美人の女性に向かって，あな
たは絶世の美人だというのが真っ赤なうそで，あな
たは私のタイプだというのが心にもないうそ」だと
言うものである．

一通り説明が終わると，主査は「これは輸入品だ
から通関記録が残る．納品の遅れは絶対に許されな
い．必ず年度内に入れられると約束しろ」と言って
来た．日本の政府予算は年度の縛りがきつい．しか
し，ここでできませんとか，自信がないとか言うわ
けにはいかなかった．責任持って必ず入れると約束
した．すると「4 件も要求している．一つ落とすな
らどれだ」と聞かれた．普通なら一番小さなものを
落とすのだが，3 番目の航空機搭載用合成開口レー
ダを落とすことにした．理由を聞かれたので，「こ
れは作った後，実験に航空機を飛ばす必要がある．
この金は今の研究所にはない」と答えた．これが信
用されたのか 2～3 日後に大蔵省から「あの 3 件は
認める」と通知があった．
ドタバタ騒ぎ：それからが大変だった．実際に事

務処理をやる必要のある総務部は上を下への大騒動
になった．しかし大きい 2 件は研究者たちが相手
の企業と既に連絡を取っていることを知っていたの
で順調に行くと期待できた．ところがしばらくして
34 ｍアンテナの責任者の K 主任研究官（後に天文
台教授）から「やはりよく考えると必ず年度内に入
る自信がないので取りやめたい」という電話が掛
かって来た．私は頭に来て「そんな意気地のないこ
とを言うなら，今後一切お前らの研究は面倒見ない
ぞ」と大声を出した．それで K 君もハッと気が付
いて思い直した（我に返った）のか，やはりやりた
いと言ったので電話を切った．ふと部屋の入り口を
見ると総務部長が立っていた．私が「何だ」と聞く

前にくるりと方向を変えて逃げるように立ち去って
行った．察するところ彼が K 主任研を辞退するよ
う説得に成功して，私にすぐ電話すると約束させ，
意気揚々と私の部屋へ報告をしに来たのではなかっ
たか．入口に来たところで電話を立ち聞きし，意外
な展開に尻尾を巻いて退散したと思われる．こうい
うことはどこでも起こったらしく，当時 93 あった
国研全体で最終的に獲得した予算は約 100 億円で，
私たちの研究所はそのうち 63 億円を占めた．

もう一つの大型予算の光衛星通信用自動追尾赤
外線天体望遠鏡（スペースシャトルや低軌道衛星も
追尾できる優れた機能を持っていた）の場合は別の
問題が起こった．輸入手続きを引き受けた I 商社が
必ず購入するという念書を要求して来た．確かにこ
れは無理のない要求と思われた．そのときは 5 月
末だったが，大蔵省の補正予算案に入れることが認
められただけだった．その後に与党説明→各種（ス
テークホールダー）調整→閣議決定→衆参両院での
承認→国際競争入札などという手続きが順調に行っ
ても，契約作業が進められるのは 10 月以後と思わ
れた．その途中でどれか一つでもうまくいかないと
予算は付かず，当然購入はできない．すなわち念書
の責任が問われる．一方，今（5 月末）作業を始め
ないと翌年 3 月の通関に間に合わないことになる．
そして，これを入れなければ商社は動かず，予算を
返上するしかない．念書は組織の責任者の所長に書
いてもらうわけにはいかない．組織の責任になる．
契約担当の総務部長に書かせるわけにもいかない．
第一彼は書かないだろう．そこで私が独断で，誰に
も黙って書くことにした．もし何かが起こったら，
私は研究所を辞めてどこか大学に拾ってもらおうと
腹を決めた．

ところで，このプロジェクトの責任者の某主任研
は良く言うと人柄が良くて，所内・所外に人望があ
り，研究者としても優れているが，酒を好み（に強
く），少々（かなり）融通無碍（ルーズ）なところ
があった．そこで，毎日昼食後の午後 1 時から 30
分間彼とそのグループ全員を集め，昨日までに終わ
るべきことで先延ばしにしたり，後回しにしている
ものがないか，一つ一つチェックすることにした．
そして調べて見ると，そのときの予算規模ではもう
一回り大きい望遠鏡が買えることが分かった．予算
というものは認められてもかなり大幅に削られるの
が普通であった．それを見込んで何ごとにも太っ腹
な彼がかなりサバを読んだ金額を要求していたらし
い．ところがこのときは異例で，ほぼ言い値そのま
まで認められた．しかし，もう一回り大きいものを
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買うと，我が国最大の岡山天文台のものより大きく
なる．それでは天文台のメンツを潰すことになると，
その金をレーザ等の実験機材の整備に使うことにし
た．これが良かった．この望遠鏡は当時計画されて
いた光通信衛星を使って世界最初の衛星̶地上間
の光通信実験を行うことを最終目的にしていたが，
様々な理由（宇宙計画によくある）で，この衛星の
打上げは 10 年以上も遅れて実現した．それでもこ
の天体望遠鏡は目的どおりその実験に使われ，優れ
た成果を得たと聞いている．

これら 3 件全ては年度内に無事納品された（図 5，
6）．「メデタシ，メデタシ！」
運も実力の内：シーリングが続き，年間予算 40

億円を切った組織への 63 億円のカンフルは「干天
の慈（豪）雨」というだけでなく，研究所の空気が
ぱっと明るくなる効果があった．これが一番良かっ
た．水中で頭を押さえ付けられてもがいていたのが，
水面から首を出して空気が吸えただけでなく，視野
が開け周囲が見渡せた．こういうことが気分を切り
替えさせ，発想の転換をもたらし，前向きの意欲が
出る．翌年から電気通信フロンティア・プロジェク
トとそのための関西支所の発足等次々と新しい，以
前ならとても無理と尻込みしたり，諦めていたと思
われることにかなり強引に打って出た．今から考え
るとちょうど時代が動き始めようとしたときだっ

た．結果として，我々は先手を打って動いたことに
なった．世間が動いてそれに乗ろうと追い駆けるの
とは本質的に違って有利な立場を占めることができ
た．予算のカーブが下降から急上昇に転じて行った．
運が良かったと言うしかない．いや，運も実力の内
と考えよう．

 ７．宇宙天気予報
縄張り：1960 年代半ばから衛星通信が出現し，

更にその後光ファイバが実用化され，短波は商用の
長距離通信に使われなくなった．米国などでは軍用
における短波の重要性は失われず，その後もその分
野の研究にはかなりの力（金）が注がれ続けて来た
が，我が国では短波を使うのは実質的にアマチュア
しかないとみなされ，電離層や太陽地球間物理の研
究まで「お前らはいつまで屋根にペンペン草の生え
ているような研究をやっているのか」とスポンサー

（役所）から厄介者扱いされるような状態になって
いた．長い間ずっと研究所の屋台骨であり，優れた
成果を上げ，世界的に知られた研究者を輩出した短
波通信，電離層，太陽地球間物理の研究は存続の危
機を迎えていた．そして我が国の電波研究の発祥の
地である平磯は縮小・廃止のふちに立っていた．
「Space Weather Forecast」という言葉に対する

米国の研究者たちの反応が大変良かった（強かった）
ことを見て，「宇宙天気予報」はこの分野の研究の
苦境を切り抜け，一発事態転換が図れるのではない
かと予感し，これを新しい研究プロジェクトに打ち
出そうと平磯や電波部といろいろ知恵を絞り，動く
ことにした．最初は「これからは有人宇宙時代にな
る，そのためには宇宙環境の予報が重要…」などと
正論を述べて押していた．これに強い反対はなかっ
たが，なかなか実際に動き出す（郵政省の中をクリ
アする）というところには行かなかった．何かのと
きのやり取りの中で，ふと思い付いてとっさに「今
の天気予報は地球大気の中の現象を予報するもので
ある．外（宇宙）から見れば地球大気は地球の面（ツ
ラ）の皮のような薄っぺらな部分でしかない．宇宙
はその外側に無限に広がる広大な領域である．その
薄っぺらな地球大気の部分が『天気予報』を出す気
象庁が所属する運輸省の縄張りなら，その外の無限
の宇宙全体が『宇宙天気予報』を出す CRL が所属
する郵政省の縄張りになる」と言ったとたんに，「そ
れはいいですなあ」と空気が変わった．官僚の最大
の生きがいは縄張りを広げることであるという定説
を改めて実感した．

図 5  　VLBI 用 34mアンテナ

図 6  　光衛星通信用赤外線望遠鏡
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商標登録：誕生の裏の経緯は何であれ，これで長
年の研究成果が生かされ，優秀な研究者の新しい活
躍の場ができた．そして今や「宇宙天気予報の研究」
は世界的に広がり，言わば市民権を得た．これから
の宇宙（有人）の時代の中心的で永続的な研究テー
マとなって行くだろう．これらからも分かるように

「宇宙天気予報」という呼び方は平磯／ RRL が世界
で初めて打ち出したキャッチフレーズである．こう
いうものが世に出て行き広まると，実はあれは俺が
言い始めたなどという心臓に毛の生えた輩が必ず出
て来る．これを防ぐ（許さない，ギャフンと言わせ
る）ために商標登録することにした．ところがこれ
が難渋した．特許庁へ持って行くと「商標登録は金
を稼ぐためにするものだ．国研が金もうけをできる
わけはないだろう」と門前払いされた．「登録され
た商標を売って金をもうける商売があるが，あれは
邪道である．本来の商標登録は存在を広く認識させ
ることと模倣されることを排除するためだ」などと，
毎回こちらも知恵を絞り，ああ言われればこう言い

（言わばへ理屈をこねて），何度もしぶとく説明に
行って粘ることを繰り返し，とうとう相手に根負け
させた形で目的を達した．担当係長の H 君の頑張
りに負うところが大きい．

しばらくして「宇宙天気予報」がかなり広く使わ
れるようになった頃（と言ってもまだ 21 世紀にな
る前），「あれは俺が言い出したんだ」と言う某有名
大学の大先生が現れた．そういうことを懸念して登
録したのだったが，まさかこんなにすぐ出て来ると
は本当に驚いた．そこでシナリオどおり「先生 ! あ
れは先生が言い出されるよりずっと前に CRL が商
標登録しておりますヨー」とお伝えした．

 ８．終わりに
これを書くにあたって心掛けたのは「面白く読ん

でもらうこと」である．まだまだ面白いこと（NASA
時代や SIR-B（Shuttle Imaging Radar-B）の実験，
ATR（国際電気通信基礎技術研究所）時代など）
もあったが字数の関係で残念ながらばっさり切っ
た．

最後に最近の日本の研究について一言述べたい．

イノベーション：1990 年代前半に IT 革命が起
こった．産業革命以来の本格的なイノベーションで
ある．いやそれ以上である．以来社会生活が根本的
に変わった．ところが最近は小さな研究の提案にも

「この研究が終ったらどんなイノベーションが起こ
るか」と書かせるものが出て来た．IT 革命は電波
や通信，エレクトロニクス，ネットワークなどの幅
広い長年の研究の結果として後から付いて来たもの
である．イノベーションはそんなにチープなもので
はない．半世紀以上前に私が電子工学科に合格した
とき，小学校の校長先生から「お前は原子爆弾の研
究をやるのか」と聞かれた．私も何をやるかよく知
らなかった．しかし若い人たちは殺到した．合格最
低点は医学部よりずっと高かった．40 年後に IT 革
命が起こったのである．最近若い人にはロボットや
宇宙が人気と聞く．今その分野で立派に飯が食える
環境ではない．しかし若い人にはずっと先のイノ
ベーションの予感があるのではないかと感じてい
る．
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 1  なぜ，シドニーに？
私は本稿を執筆している2018年 2月現在，オースト

ラリアのシドニーに住んでいます．京都工芸繊維大学の
スーパーグローバル大学創成支援事業の一環で，2017
年 4月から 2018年 3月までUniversity of New South 
Wales (UNSW) の School of Electrical Engineering 
and Telecommunications (EET) で Visiting Fellowと
して働いています．現在，EET School の建物は改修中
で，今回の滞在期間中はUNSW内のHilmer Building
に自分の机があり，この建物の 8階からは競馬等で使
われるRoyal Randwick Racecourse を眺めることがで
きました（図 1）．Hilmer Building は平日の 8時から
18時までは開いていますが，それ以外の時間帯に入る
ためにはスタッフの IDカードが必要となります．平日
の18時以降はスタッフと学生のほとんどが帰宅してい
て，研究とプライベートのオンオフがきっちりしている
印象を受けました．このシドニー滞在期間中，公園と
ビーチに囲まれたWaverley Suburb のホストファミ

リーのもとでホームステイをしています．シドニーには
多数の観光名所がありますが，それらの紹介は市販の
ガイドブックに任せて，私のシドニーでの生活を中心に
書きたいと思います．

 2  
シドニーでの
ホームステイ生活

図 2の写真は，ホストファミリーの家を表から撮っ
たものです．この家にはホームステイ用に 3～4部屋あ
り，私は 1階の部屋を使っています．家の裏には芝生
で覆われた庭があり，週 1回の洗濯物はその庭で干し
ています．ホームステイではオーストラリアの一般家
庭の夕食が楽しめます．ホストファミリーはシドニー
の観光名所もいろいろと教えてくれて，この家に来た
初日には図 1の地図にある Bronte Beach から Bondi 
Beach への遊歩道の散策を勧められました．Bronte 
Beach までバスで行ってそこから Tamarama Beach，
Bondi Beach，Waverley Park と経由してホストファ
ミリーの家まで歩きました．

図 2　ホストファミリーの家図 1　Waverley の周辺地図
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ホストファミリーの家族とその友人はもちろん，シ
ドニーへの留学生やワーキングホリデーで来た若者な
ど多くのホームステイに来られた方々と知り合うこと
ができ，日本で暮らしていたときには思いも寄らなかっ
た人たちとの交流ができました．日本の生活とは異な
る文化や人間関係を経験することはホームステイの一
つの魅力かと思います．Randwick Suburb にある
Randwick Town Hall では，4～12 月の期間，月に 1
回，各地で音楽活動をしている方たちを招いてのコン
サートが開催されます．ホストファミリーの皆さんは
このコンサートを楽しみにされていて，私も何回か連
れていってもらいました．このように，シドニーにあ
る Suburb では市民の暮らしを豊かにするためのイベ
ントがいろいろと企画されている印象を受けました．
平日はUNSWの食堂で昼食を取りました．休日の昼

食は Bondi Junction 駅沿いの通りにある弁当屋さん
で，弁当を購入して通りのベンチで食べることが多い
です．マクドナルドの基本的なセットメニューで 10 
AUD（オーストリアドル）近くしますので，シドニー
での外食は日本と比べて高くなりがちですが，この店
の弁当は 2～4.5 AUDで手に入り，他と比べてかなり
の格安です．オーストラリアの最低賃金が 1時間当り
18.29 AUDで京都府の最低賃金の2倍近くしますので，
シドニーの物価が高いのも納得しました．現地の方に
とっては適正な価格であるのかと思います．
2018 年 1 月 7日にシドニーで 47.3℃という気温が

記録されました．( シドニー全域の平均最高気温は
44℃でした．) これは 80 年近く前の 1939 年に記録さ
れた 47.8℃に次ぐ高い気温であり，日本でも報道され
たため Skype で話していた家族に心配されました．幸
いにして日曜日で外には出ずに涼しい 1階の部屋にい

たため，この日の暑さで大変な目には遭いませんでし
た．シドニーの夏は暑くて大変そうに思うかとしれま
せんが，2018 年 1月の気温データ（図 3）から分かる
ように，ある日の気温が高くてもその気温が長くは続
かないので，暑さで大変な日は少なかったように思い
ます．また，基本的に湿度は低く，蒸し暑くはありま
せん．特に，1階の自分の部屋にいるとかなり涼しく
感じます．家にはエアコンはありませんが，夏に冷房
が必要と感じることはありませんでした．ただし，晴
天の日は太陽の日差しが強いので，特にビーチに行く
ときはサングラスと日焼け止めは必須です．

 3  シドニーの交通
シドニーでは，鉄道・バス・フェリー等の交通機関
で移動するのに，Opal card というチャージ式 ICカー
ドを使います．チャージはインターネットを介しても
可能です．なお，現在は，切符は販売されていません．
地域により交通系 IC カードは異なり，12 月に国際会
議で訪れたゴールドコーストではOpal card は使えず
go card が必要となりました．Opal card にはデポジッ
トはありませんが，go card は 10 AUDのデポジット
があります．デポジットは払い戻しも可能ですが，ゴー
ルドコースト空港内では払い戻しできる場所がないの
で今も持っています．オーストラリアのどこでもOpal 
card が使えるようになってほしいと思いました． 
Opal card では，１日の支払い上限が定められていて
月曜日から土曜日までは 15 AUDで，何と日曜日は 2.5 
AUDです．日曜日はシドニーのいろいろな所に行った
としても交通費は 2.5 AUDだけで済みます．また，月
曜日をスタートとして，1週間にOpal Card を 8回利

図 3　2018 年 1月のシドニーの最高気温と最低気温
（https://www.accuweather.com/）
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用したときに，その週の日曜日まで，以降の運賃は半
額になります．シドニーは観光が盛んですが，このよ
うな公共交通機関の運賃サービスが一役を買っている
のではないかと感じました．
UNSWへの通勤にはバスを利用しました．平日の往

復に利用するだけで 1週間に合計 10回バスに乗ること
になりますので，たいてい金曜日のバスの運賃は半額
になります．
図 4は，家の近くのバス停から撮ったバスの写真で

す．写真のとおり，シドニーの歩道には，芝生と木に
よるグリーンゾーンが多いのが特徴です．シドニーで
は歩行補助車を使っている方が多いのですが，そうい
う方でもバスに乗りやすいように，ほとんどのバスの
出入口は階段ではなくフラットになっています．また，
歩行補助車の利用者が乗降しやすいようにバスの出入
口の高さが下がるようにバス全体が傾きます．バスの
中には，歩行補助車やベビーカーを使っている方のた
めのスペースが用意されています．このように，シド
ニー全体でバリアフリーがしっかりしている印象があ
ります．ただし，バス内で駅名とかのアナウンスは一
切ないので，私は自身のスマートフォンの google map

で降車するバス停を確認していました．なお，google 
map を使って経路検索すると，バスの遅延状況
(Delayed 3 min など ) を含めて表示されます．京都で
はバスの到着時間は確認できますが，遅延状況までは
確認できません．日本でも，交通機関の遅延状況を表
示するサービスができればよいと思いました．
オーストラリアでは日本と同じ右ハンドル・左車線
ですので，日本で車を運転する感覚で車の運転ができ
るものと思います．また，筆者がシドニー滞在中は，
普通自動車を運転する場合，日本の運転免許証を含む
必要な書類を用意して視力適正試験を受ければ，学科
試験と運転技能試験なしでNew South Wales 州の運
転免許証を取得することができました．ただし，申請
者によってはこれらの受験を求める場合もあるとのこ
とです．今回，私は運転免許証を取得しませんでした
が，身分証明として運転免許証は有用ですので，シド
ニーに長期滞在する次の機会があれば取得してみたい
と思います．
Opal card 一枚で，Bondi Junction 駅から Martin 
Place 駅まで鉄道に乗り，Circular Quay のフェリー乗
り場からフェリーに乗ることができます．図 5の写真
は，出発したフェリーから撮ったCircular Quay です．
オーストラリアのシンボルであるオペラハウスはこの
写真の場所から近くにあります． オペラハウスの北に
は，たまにアザラシがやってくるらしいです．日本に
いる息子はアザラシが大好きですので，残りの 1か月
のうちに写真に収めたいのですが，難しいかもしれま
せん．

 4  シドニーでの散策
ホストファミリーの家の近くには，多くの公園があ
ります．中でも一周するのに 1時間はかかる大きな公
園であるCentennial Park には散策と読書でよく行き
ました．また，UNSWに行く途中にありますので，天
気が良い日にはCentennial Park 内を通って，徒歩で
UNSWに行くこともありました．
図 6は，公園内の湖に面したベンチがあるところの
写真です．このように公園内には至る所にベンチがあ
り，休憩ができるようになっています．特に，写真の
ように，木陰にあるベンチはシドニーの強い日差しを
避けられるので，気持ち良く読書ができました．シド
ニーの多くの家庭は，犬や猫を飼っています．
Centennial Park には，犬の散歩で訪れる方がたくさ
んいました．読書をしていると犬が近付いてきて，顔図 5　フェリーから撮ったCircular Quay

図 4　バスとグリーンゾーン
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や手をなめられることもありました．
オーストラリアにはハクチョウはいなくて，くちば

しが赤く羽毛が黒いコクチョウ（図 7）がいます．コ
クチョウはオーストラリアの固有種で，他の大陸へ渡
ることはありません．ハクチョウとは種が異なります
が，色以外は非常に似通っています．Centennial Park
内にも多くのコクチョウがいて，私の目を楽しませて
くれました．

 5  シドニーでのビーチイベント
図 1の地図に書かれているように，シドニーの海岸

にはたくさんのビーチがあります．地図にはありませ
んが，ホストファミリーに，シドニーの北部の Dee 
Why Beach やシドニーの南部のDolls Point Beach に
連れていってもらったこともあります．そして，ビー
チではいろいろなイベントが開催されます．
図 8は 2017 年 9 月 10 日に Bondi Beach で開催さ

れた Festival of the Winds の写真です．この Festival
では，日本の日常では余り見られなくなった，たこを
揚げて楽しむイベントです．図８では，ビーチで連だ
こやシャチの形状をしたたこなど，多彩なたこを揚げ
ている様子が見られます．この Festival の日に限らず，
Bronte Beach 沿いの公園でもたこ揚げを楽しんでいる

子供たちを見ましたので，自分が小さかった頃のよう
に普段からたこ揚げを楽しめる場所があるのは羨やま
しく感じました．
2017 年 10月 19日から 11月 5日の期間で開催され
た Sculpture by the Sea では，Bondi Beach と
Tamarama Beach の間の海岸線沿いの遊歩道でいろい
ろな国の彫刻家の作品が展示され，多くの方が鑑賞し
て楽しんでいました．鑑賞していたときには確認して
いませんでしたが，10数名の日本人の作品が展示され
ていたようです．

 6  むすびに代えて
ホストファミリーとの生活を通じて，シドニーの方々
は家族や友人との時間を非常に大切にしていると感じ
ました．また，他の国の歴史や文化に関する話題を好
み，それらが人間としての深みを与えているように思
います．クリスマスと正月を含む期間はオーストラリ
アの夏休みですが，私がその間に帰国して日本にいる
家族と過ごさないことに，皆さん信じられない思いを
抱いたようです．日本に帰国した後は，人間としての
深みが生まれるようなライフスタイルを確立していき
たいと思います．

梅原大祐 （正員：シニア会員）
1999東工大大学院理工学研究科博士後
期課程了．同年から京大に助手として着
任．2011-03 から京都工芸繊維大学，
現在同大学教授．2017-04～2018-03
に，UNSWの Visiting Fellowとして勤
務．通信路モデル化，変調・符号化方
式，MACプロトコルの研究に従事．

図 6　Centennial Park 内の湖とベンチ

図８　たこ揚げもある Bondi Beach フェスティバル

図７　Centennial Park のコクチョウ



 はじめに
まず自己紹介する．1984 年，兵庫県赤穂市（図 1）

で生まれる．岡山白陵高校を卒業した後，浪人を経験し
て 2004年に東京大学理科一類に入学する．大学 3年時
にコンサルティングファームのグループ面接で落とさ
れ，頭の回転が遅い自分に深くショックを受ける．その
とき，圧倒的な知識力で他人と差別化したいと思い博士
課程進学を決意する．研究テーマは，全く興味がなかっ
たが大変でやりがいがあるという理由から，イメージセ
ンサの設計を選ぶ．博士課程進学時には日本学術振興会
特別研究員（DC1）になるも，海外で挑戦してみたい
という思いから，オランダ・デルフト工科大学の博士課
程に入学する．その際，東京大学の事務局の方から休学
を勧められるも，退路を絶って行きたいとの思いから断
る．
卒業後はアメリカのアップルに就職し，カメラ関係の

仕事に従事する．この記事を書くきっかけは，私がどう
いう経緯で現在のポジションに至るかを話すことで，海
外で勉強する，若しくは働くことに興味のある方に少し
でも役立ちたいと思ったからである．ちなみにここでの
発言は全て個人の見解であり，過去若しくは現在所属す
る組織・社の見解では全くありません．

 日本での研究生活
日本では大学 4年生の頃から研究が始まり，修士課
程ではやる気さえあれば博士課程の学生顔負けの研究結
果を出すことができる．私の場合，指導教員である池田
誠教授に自由に研究させてもらえる環境を頂き，アイデ
アを出すたびにイメージセンサチップを設計させても
らった．東大では本当にすばらしい先生方の指導の下で
研究することができ，研究の基礎を教わった．その結果，
国内外でたくさんの研究発表（第一著者として海外だけ
でも発表9回）をし，様々な研究者，企業の方々とお話
しさせて頂く機会も多かった．当時（2009 年），日本
の半導体業界は右肩下がりで，その状況について教わる
機会も多かった．しかし，一度，「会社の元気がなくなっ
たのは，業績が悪くなったにもかかわらず，偉いおじさ
んたちが上に座り続けているからだ」と調子に乗って意
見を言ったときは，「若者はまず結果を出してからもの
を言え」と叱責された．しかしこのとき，研究するから
には企業の人が納得する結果を出したいと強く思った．
修士 2年のときに参加したワークショップでは，活
力にあふれる世界レベルのエンジニアと出会った．既に
会社を二度買収された経験を持つスタンフォード大学の
学生，博士課程卒業後すぐにベンチャーを作り 30人規
模の会社のCTO（最高技術責任者）として働く人．彼
らからは本気で世の中を変えたいという強い意志が見ら
れた．研究発表が目的となっていた私とはステージが違
う上に，同時に日本の自分の周りの博士課程にはそうい
う文化がないと感じた．自分も海外で博士課程に挑戦
し，彼らのように結果を出したいと強く思った．ちなみ
にそのうちの一人が現在同じ会社にいるのは，何かの縁
だったのかもしれない．

 留学
海外に行きたいと強く思い始めてから実際に決まる
まで時間がかかったので，ここからその経緯について話
す．

1 2
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アップルへ就職するまでの
道のり 萬代新悟 Shingo Mandai

就 南職 指海外 ・キャリア形成術(3)

 図 1　赤穂城跡．山と海に囲まれた静かな町



（1）留学先はどうやって決めた？
まず，どんな形で留学したいかを考えた．幾つか方法

があると思うが，制度上よくある期間限定の交換留学
は，期間限定のため「お客さん感」があると聞いていた
ので，海外で真剣勝負したい私の考えには合わなかっ
た．次によくあるのが，留学ではないが，ポスドクとし
ての海外渡航．日本学術振興会にも海外特別研究という
制度があり，この制度を使ってポスドクとして研究して
いる方はたくさんいた．私の場合単純に待てなかった．
最後は正規での海外の大学院への入学．自分にはこれが
ぴったりだと思っていた．ちょうどその頃新たに興味を
持ち始めていた研究に携わりたいという思いから，その
分野で有名なデルフト工科大学のEdoardo Charbon教
授にアプライしようと考えた．その頃のデルフト工科大
学には回路系の有名な先生が多く，研究が盛んであるの
も好印象であった．しかし，私の周りに正規で海外の博
士課程に入学した人がいなかったので，どうやってアプ
ライすればいいのか分からなかった．「メールを送れば
いい」と言われていたが，本当にメールを読んで返信し
てくれるのか，という心配もあった．
そこで私の取った行動は次の方法である．回路系の 2

月の学会のリハーサルのとき，Charbon 先生がいるの
を確認し，リハーサルの後に自分の研究をどう思うかし
つこく質問した．その後も，ホテルのロビーで詳しく私
の研究を紙に書いて説明し，自分が海外に行きたいこと
を伝えた．その結果，4月にオランダで面接を行ってく
れることになり，晴れて 8月から博士課程として入学
することができた．入学してから気付いたことだが，海
外の博士課程に入学する人の多くは，同じ大学の修士課
程を修了した学生，メールや SNSでのコンタクト，知
人の紹介などである．私のように学会で直談判したケー
スはまれであった．しかし，もし海外の大学で勉強した
い方がいれば，積極的に動こう，自分から動かなければ
誰にも気付かれない．

（2）生活費はどうしたか？
Charbon 先生に直訴する際に，一つ質問したことが

ある．それは授業料と生活費についてである．修士課
程の学生であった私に貯金はなく，親からの支援も期
待できなかったため，オランダで生活できるか心配だっ
た．しかし，Charbon 先生はオランダやスイスの学生
が皆自力で生活できているから心配ない，とはっきり
答えて下さった．よくよく聞いてみると，博士課程の
学生は給料がもらえるとのことであった．初年度手取
り月々 1,400 ユーロで，毎年 100 ユーロずつ上がる．
更にボーナスや有休買い取り（消化しない有休を給料
に変える制度）もある．そして，授業料はないので，
たまには値が張るお寿司（図 2）も食べられる．ドイツ，
フランス，イギリスも似たような状況である．北欧や
スイスの給料は，生活費の高さからか，その数倍はあ
るようだった．

（3）言葉は問題なかったか？
英語はかなり心配だったので，日本で少し学んでから
行こうと思い，いわゆるビジネス英会話学校に通おうと
した．しかし，非常に高額で学生には払えるような値段
ではなかったので，結局同僚のネイティブの人と週に数
回英語で会話する時間をもらった．それでも留学後すぐ
はかなり苦労した．同僚に何度も聞き返してあきれられ
たり，英語の文章が下手すぎて本気で書いているのか疑
われたり，英語での発表が下手で 30分の発表を丸々暗
記させられたりした．しかし 4年もいるとさすがに慣
れてくるもので，そのおかげで今では特に英語に対する
苦手意識は薄れている．分かったのは，言葉で学生を判
断する先生は少ないということ．あくまでも先生が博士
課程の学生に求めているのは，しっかりと考えて研究で
きる学生である．修士課程に入学する学生にはTOEFL
などの点数の提出を求めているようだが，博士課程には
求めていなかった．入学してからしっかり英語漬けにな
ればいいと思う．ちなみに一番効果的に英語を取得する
方法は海外の人とお付き合いすることである．

（4）研究環境は日本と比べてどう違う？
ヨーロッパの研究環境は日本と大きく違った．私の場
合，EU主導の比較的大規模プロジェクトに参加してい
たため，設計仕様などは事前に決められており，好き勝
手に仕様を変えられない状況であった．プロジェクトに
雇われている学生は，そのプロジェクトのコンセプトに
従って研究しなければならない．（図 3はプロジェクト
の大枠である現在の PETスキャナの問題点を説明して
いる様子．） しかし，Charbon 先生は学生になるべく
主導権を与え自由に研究させた．プロジェクトの成功と
研究としての自由度のバランスをよく取り，私もプロ
ジェクトのみに捕らわれず，自由な視点で研究すること
ができた．これは研究室によって大きく異なるので，自
分が勉強したいと思う研究室の過去の学生の成果や，で
きれば先生，卒業生に連絡を取ってみるのがよいと思
う．私も何人かの方にデルフト工科大学のことを聞かれ
たことがあるが，そのときはなるべく丁寧に答えるよう
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図 2　オランダにもある美味しいお寿司．



に心掛けている．

（5）インターンは？
海外の大学ではインターンも非常に盛んであった．イ

ンターンをした会社に卒業後就職するケースも多い．私
も学会で東大の池田先生やCharbon 先生から有名な方
をたくさん紹介してもらった．留学中，そのうちの一人
の方にインターンのお願いをすると快諾してもらい， ノ
ルウェーで 3か月間インターンを行った．図 4はその
ときの思い出である．少なくとも大企業は海外からのイ
ンターンもサポートしているようなので，海外の企業の
雰囲気を味わいたいならば，インターンに申し込むのも
「あり」だと思う．ただ私の経験では，Webを通して申
し込んでもほぼ連絡は来ない．実際私もアメリカの数社
に申し込んだが，一切返信は来なかった．私の実力不足
もあると思うが，知り合いを通して行う方が確率は高く
なると思う．これは余談だが，日本と圧倒的に違うのは
インターンの収入．私の場合月々手取り 30万円くらい
もらっていた．シリコンバレーだと，住宅費用が高いこ
ともあるが，その倍近くはもらっているようである．

 就職
私が最初，第一に考えていたのは起業である．今もい
つか起業するぞ，という気持ちは変わらない．特に博士
課程在籍中に武田計測先端知財団から頂いた「ヤング武
田賞」はとてもうれしかった．当時は様々な人，企業に
自分の技術を使って製品を作りたいとアピールしてい
た．結果的にうまくいかず，まずは就職するしかなくな
り，そのときの経緯を以下にまとめる．

（1）就職先の選び方は？
まず，どの国のどこで働こうかである．私の場合はど
うしても，まずは海外で勝負したいと考えていたので，
日本の会社には応募しなかった．大学や研究施設で研究
するか，企業で開発するか迷った結果，自分は製品を作
るところまでできる企業を探した．海外では博士を取っ
てから就職活動をする人も少なくなく，まずは期間限定
で雇われやすいポスドクとして働き，そののちアカデミ
アに残るか企業に行くかをゆっくり考える人も多かった．

（2）応募はどうやって？
海外ではもちろんエントリーシートはなく，レジュメ
を送るだけである．レジュメは自分がやったことを端的
に書く．軽く触れただけのものを書くと面接で深く聞か
れて墓穴を掘ることになる．インターン同様，基本的に
たくさんの人が世界各国から応募しているので，リク
ルータがチェックし切れていない場合が多い．知り合い
若しくは知り合いの知り合いでも構わないので，ダイレ
クトにレジュメを渡そう．実際私の場合も，以前学会で
会ったことがある方とまず LinkedIn でつながり，その
方に今ポストが空いていないか聞いてみた．その方の会
社にはポストが空いていなかったのだが，知り合いの会
社に問い合わせてみてはと，数人の連絡先を教えても
らった．その方々にレジュメを送った後，アップルを含
めた数社からすぐに連絡をもらった．海外の会社はポス
トが空いていれば素早いが，空いていなければしばらく
音沙汰なく，空き次第再度連絡をくれるという感じなの
で，応募している側からするとはっきり答えてくれと言
いたくなることもあった．

（3）面接試験は日本とどう違う？
私が受けたのはアジアの会社，ヨーロッパの会社，
アップルで，全ての会社から正式にオファーを頂いた．
電話面接を除くと，どれも面接は 1日であった．大手
の場合は基本 10人弱と順番に面接する形式になる．5，
6時間ほどの面接なので少し疲れてしまうが，何度も会
社を訪問するのに比べれば楽だと思う．質問内容は一つ
のことを深く聞かれる．回路系ならまず設計仕様とその
理由，それに最適なトポロジーなど，根本的なところを
聞かれる．学会のように，自分のやったことをしっかり
説明できるようにしておくことが大切だと感じた．また

4
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図 3　ポスター発表がポスターに

図 4　 休暇中のマネージャを驚かそうと， 皆でいらないキーボー
ドに 雑草を生やした



お題を与えられ，短時間で論理的に説明することを求め
られることもある．レジュメの内容をベースに聞かれる
ので，自分のやった内容を正直に書き，面接の前には一
度内容を思い出す作業をお勧めする．知ったか振りは一
番嫌われるので気をつけないといけない．面接で本社を
訪れた際はあえて本社ビルの写真取らず，受かってから
写真を取りにこようと思った．図 5は入社後に晴れて
本社前で撮った写真である．

（4）待遇は？
ベンチャー起業は給料が高くない代わりに会社の一

部，若しくは未公開株をくれる場合が多い．会社が成功
すれば（IPO若しくは“良い”買収）本人ももうかる
し，成功しなければ本人は何ももらえない．大企業の場
合は基本給が高い上に，キャッシュ，若しくは株式での
ボーナスが支給される．ボーナスの総額が基本給くらい

になることや，基本給を超えることもある．国別で見て
みると，アメリカやスイスの給料が生活費を差し引いて
も圧倒的に高い．台湾や韓国でも博士を取得した学生は
初任給でいわゆる日本での高所得者くらいもらうようで
ある．ちなみに，給料は交渉可能なので，少しでも低い
と思えばリクルータに相談しよう．博士課程卒業後の給
料交渉は極めて普通のことである．ただし，待遇が良く
ても，自分のやりたいことができなければ面白くない．
会社ではできない研究をしたいなら，アカデミアに残れ
ばよいと思う．アカデミアに残りながら会社を起こす人
も少なくないようで，もしかしたらこれが最小限リスク
で起業するベストな方法かもしれない．

 まとめ
私の歩んだ道はあくまでも一例であるが，少しでも海
外で勉強したい方，就職したい方の参考になればと思
う．一つはっきり言っておきたいのは， 近年，海外留学
者が減ったことを問題視している風潮が見られるが，私
はこれが本当に問題かどうか分からない．優秀な海外留
学者，滞在者がそのまま海外に居座り，日本に帰ってこ
ないことの方が問題だと思っている．シリコンバレーに
は優秀な日本の方がたくさんいる．この方々が日本に帰
れるような仕組み，若しくは迎え入れる深い懐をもっと
持つべきなのだと思う．そうすれば自然と，海外に渡っ
て勉強したい，働きたいと思う人がもっと増えるかもし
れない．

5

萬代新悟 
 岡山白陵高校卒業後，東京大学理科一
類に入学．その後，オランダのデルフト
工科大学で博士課程取得．
現在はアップル社にてカメラエンジニア
として勤務．
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図 5　入社後アップル本社の前で
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 1. はじめに
本開発物語の著者は，残念ながら開発の当事者で

はない．富士山気象レーダーの開発当時，筆者は就
学前であった．よって，当時開発の第一線にいたの
は，筆者の父の世代に当たる．

IEEE マイルストーン及び電子情報通信学会のマ
イルストーンに認定されている当レーダーについて
は，今までに多くの紹介がされており，開発当事者
による記事などを目にされた方も多いと思う．本稿
では，それらの各種資料，大先輩に伺った思い出話

（多少の記憶違いは御容赦頂きたい）などを紡ぎ，
開発当時に思いをはせて開発の苦労を読者の皆さん
と追体験できればと思っている．

 2. 概要
富士山気象レーダーは，富士山剣ヶ峰（標高

3,776m）にある気象庁富士山測候所に設置された
気象観測用のレーダである．図 1 に富士山測候所
の外観を示す．1964 年 10 月 1 日に電波監理の検
査に合格し，1965 年 4 月 1 日から正式運用を開始
した．その後 1978 年に一度更新し，通算 35 年間
運用された後 1999 年 11 月 1 日に運用を終了した．

富士山は日本の最高峰であり，かつ孤立峰であ
る．高所であり，孤立峰であることが，地形による
遮蔽が少なく，遠くまで見渡すことができるという

気象レーダ設置にとっての最大の利点となる反面，
様々な課題を開発者，設置者，運用者に突き付けて
くる．それらの課題と対応を紹介する．

 3. 富士山気象レーダーの計画
気象災害防止は，今も変わらず国の重要な課題の

一つである．正確かつ迅速な予報のために，現在も
変わらず重要な観測機材である気象レーダの開発整
備が，1955 年から進められてきた．現在では当た
り前となった気象衛星「ひまわり」が , 宇宙から気
象状況を監視できるようになったのは ,1977 年の
ことであり，それまでは気象レーダが台風位置や雨
の強さや広がりを逐次観測できる唯一の観測機材で
あった．気象レーダは，1954 年の大阪を皮切りに，
毎年 1,2 基の割合で日本の海岸線を埋めるようにし
て整備されつつあった．図 2 は富士山気象レーダー
が設置された頃の気象レーダの配置と台風の主な経
路である．

一般的な気象レーダの探知範囲は半径およそ
300km が限界である．300km の限界は，電磁波が
真空中を直進することと，地球が球体であることに
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図1　富士山測候所外観（1） 図 2　気象レーダの配置と台風の主な経路（1）

富士山気象レーダー

三菱電機株式会社　平島弘一　Koichi Hirashima
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よる．すなわちレーダから水平に発射された電磁波
は，距離とともにだんだんと地表から離れ , ついに
は降水域あるいは，降水をもたらす雲の上を通過す
るようになってしまうためである．

図 3 に標準的な大気の屈折率を加味して計算し
た電波の通路を示す．図中（A）は下界に設置され
た 5.7cm（C バンド）レーダの場合，（B）は富士
山に設置された 10cm（S バンド）レーダの場合で
ある．

雨が地球の影になってしまって，見えないのであ
るから，レーダ機器の性能を上げても解決はできな
い．富士山気象レーダーによる観測が始まるまで
は，はるか南方にある台風の情報は，米軍の航空機
による観測で得られる台風の目の位置の情報が全て
であった．このために，1959 年に死者・行方不明
者が 5,000 人を超える大災害を引き起こした伊勢
湾台風のように，南方から真っすぐ北上してくる台
風の位置，進路，雨の強さの情報をその頃の気象
レーダ観測網では捕捉することができず，台風の予
報に非常に苦労していた．

はるか南方の海上にある台風について，気象レー
ダによる観測データを何とか手に入れたい．気象庁
では南方の洋上で気象レーダのデータを得る案とし
て，鳥島，八丈島に気象レーダを設置することや，
国内最高峰であり独立峰である富士山に設置するこ
とで観測可能距離を一気に拡大する案が議論され
た．八丈島は東京に近過ぎ，鳥島は火山問題で測候
所廃止の話もあり，富士山は標高が高いという困難
な課題があった．実現に向けての熱い議論が戦わさ
れ，その結論は 1960 年に発表された「富士山頂気
象用レーダーの設置計画」（2）に非常に冷静にまと
められている．その要旨は表 1 にまとめたとおり
であり，幾つもの「富士山にレーダを作るための解
決しなければならない課題（言い換えれば設置が困
難な理由）」がしっかりと整理されている．

たくさんの実現が困難な状況を並べながらも，富
士山には測候所が既にあり，電源も確保できている

のだから設置することは可能であるし，富士山に気
象レーダを設置できれば，従来の倍以上離れた距離
にある台風でも捕まえることができるので，台風が
来るまでに倍以上の時間が確保できる，と述べてい
る．富士山に気象レーダを設置することに懸ける強
い意志を持って，正にこのとき「南方から迫り来る
台風を捕捉する砦を富士山に作る」計画が，現実の
ものとして動き始めた．

図 4 は，富士山気象レーダーで観測された台風
の一例である．台風の目や，富士山から少なくとも
600km 遠方の台風の降水域が鮮明に捉えられてい
る．

図3　電波の通路（2）

表 1　富士山頂気象用レーダーの設置計画概要

（1）

山頂の気象

（a） 最大風速　66.7m/s
（b） 最低気温　－ 35.5℃
（c） 平均気圧　約 640hPa
（d） 雷，霧氷，積雪など特に多い

（2）
電源
3,300V で 100kVA 以上，220Vで 50kVA 以
上（ただしトランス増設必要）．

（3）
屋外工事可能期間
7月中旬から 9月上旬まで 

（4）
輸送可能期間
6月下旬から 9月下旬まで

（5）

資材の運搬方法
自動車（5合目まで），馬力，強力で，700
～800kg ／日
ヘリコプター（600kg 程度まで）

（6）
通信施設
VHF帯通信の中継設備がある

（7）

レーダの仕様
（a） 観測目標：台風，前線，雷雨
（b） 波長（周波数）：10cm波（Ｓバンド）
（c） 送信電力：600kW以上
（d） アンテナ：直径5m，レードームに収容
（e） 最大測定距離：600km以上

（8）

レーダの設置場所
測候所南端にレーダ観測室を増設，その上に
アンテナを載せレードームで覆う（実際の完
成後の姿とほぼ同じ）．

（9）

レーダの操作方式
観測に必要な操作は東京の気象庁から遠隔操
作できること．
富士山で観測された映像を，東京の気象庁で
富士山にいるのとほぼ同じように表示できる
こと．

（10）
所要経費
約 2億円

（11）

効果
従来のレーダでは東京からおおよそ200kmま
で台風が近づかないと観測できなかったが，
この計画で示した富士山気象レーダーであれ
ば，東京からおおよそ 480km離れた地点で同
じ台風を観測することができる．
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 4. システム
システムの設計検討は，上記の「富士山頂気象用

レーダーの設置計画」が発表された 1960 年に頃に
は既に始まっていた．富士山気象レーダーの設計に
おいて， 絶えず考慮を払い，重点を置いたのは次の
4 項目である．

（1）信頼性のある安定したシステムとすること
簡単には修理に出向けない．特に冬場や天候の悪

い日は行くことが困難．

（2）山頂の特異な気象条件に十分耐えること
耐風性を確保するためにアンテナはレードーム

に収容する．気温，気圧に対して考慮された部品，
材料を使用する．

（3）山頂工事を短期間に完了できること
屋外作業ができるのは雪の影響があり，夏季の 2

か月間，更に雨風の影響があるので日数にすれば，
年間たったの 40 日しかない．また，運搬に際して
の制約を考慮する．

（4） 操作，保守が容易であること
設置される富士山頂の気圧は下界の 2/3，酸素の

量は 70% である．これらのことから，作業能率は
下界の 1/2 から 1/3 となる．この条件下で観測を
継続させるには，機器の信頼度と保守の容易さが第
一の基本条件となる．

これらを基本的な条件としてシステムの設計を
行っていった．

システムの主要諸元については，地球曲率を考慮
した検討において，台風などの特異な気象現象の高
度は，まれには 15km のものが報告されているこ
とを考慮して，富士山頂から発射された電波が高度
15km に達する距離 750km に余裕を加えて最大探
知距離 800km とすることになった．図 5 は富士山
頂から発射された電波の下端が高度 15km に達す
る地点までの見通し断面図である．

局舎，レードームの耐風性を考えるとアンテナ直
径は小さいほど良い．しかし，アンテナ直径が小さ
いと遠距離においてビームが広がり実効反射電力量
が減少する．

途 中 に 30mm/h の 降 雨 が あ る 場 合 に， 距 離
600km で 10mm/h のエコーを捕らえるとして，送
信尖塔電力は気象レーダとして最大の 2MW，最小
受信感度は-110dBm，アンテナ直径を 5m にする
こととした．

 5. レーダ装置
保守の容易さを確保するために，回路はユニット

化して予備シャシや予備カードと交換することによ
り迅速容易な故障復旧ができるようにした．また，
特に冬期登山を考えると，実績のある方式を優先せ
ざるを得ず，リスキーな新方式，回路，部品の採用
は簡単にはできなかった．これは新しいことをやり
たい第一線の技術者にとっては，最も重い課題だっ
た．

アンテナは，10cm 波であり 5.7cm 波より波長
が長いこと及び他の気象レーダより観測距離を長く
取ることから，下界に設置されている気象レーダ

（主に 5.7cm 波）のアンテナ（直径は 3m）より大
きな直径 5m とした．図 7 はアンテナの外観である．

送信装置について，送信管はマグネトロンで，入
力部に最大 60kV の高電圧が加えられる．気圧が低
いため空気の絶縁耐力もそれに応じて下界より低下
するので，高電圧回路となる変調部はこの点を考慮
して設計した．すなわち空気中に露出するパルスト
ランス入力までの回路の電圧を比較的低くし，高電

図4　富士山気象レーダーで観測された
1967年台風第17号（3）

図 5　富士山頂からの見通し断面図（1）
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圧回路の部分は全体を絶縁油に浸すか，レジンモー
ルドにして，外気との接触を絶つ設計とした．

受信装置について，遠距離観測を考慮して受信感
度を向上させるために，低雑音特性を持つパラメト
リック増幅器を採用した．図 8 に送信装置と受信
装置の外観を示す．

レーダの操作は，東京の気象庁からの遠隔操作が
できるように設計したが，富士山測候所でも同じよ
うに操作，観測ができるようにした．図 9 は富士
山測候所観測室の機器，図 10 は、気象庁観測室の

機器である．

 6. リレー装置
富士山頂で得られたレーダ映像を 100km 離れた

東京の気象庁に忠実に伝送し，東京で観測ができる
ようにするとともに，レーダ機器の遠隔制御ができ
る必要がある．このためにレーダと一体となったリ
レー装置を設計した．

富士山に設置することに対しての要件は，レーダ
と同じであるが，リレー装置としては更に以下の点
について注意を払って設計した．
（1） 気象庁から山頂レーダの全機能を遠隔制御

主発信機

変調器

送信機

スプリアス
フィルタ

AFC
ミキサ

局発 信号ﾐｷｻ

サーキュ
レータ

空中線
角度信号

変換

空中線
制御

制御卓 ﾚｰﾀﾞﾘﾚｰ ﾚｰﾀﾞﾘﾚｰ 制御卓

自局操作 遠隔操作

CAPPI

角度信号
変換

ビデオ
変換器

ビデオ
分配器

指示器
写真専用
指示器

TR管
ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ
増幅器

AFC IF増幅

ビデオ
検波器

ビデオ
分配器

ビデオ
変換器

等エコー

指示機

送信信号
受信信号
同期トリガ
空中線角度信号
制御信号

富士山局　　　　　　東京局

図6　ブロック線図

図7　アンテナ外観（1）

図 8　送信装置及び受信装置外観（1）



158 通信ソサイエティマガジン　No.46  秋号 2018

する．かつ，時間遅れなど操作に支障を来
すことがあってはならない．

（2） 多くの信号を経済的かつ良質に伝送しなく
てはならない．

置局決定に際しては，富士山測候所が山頂西側の
剣ヶ峰付近となるため，東京の気象庁との間には東
側の伊豆岳が障害となって見通しが得られない可能
性があった．これを明確にするために，山頂-東京
間で実測を行った．実測には種々の方法を試みた
が，結局夜間山頂で燃やしたマグネシウムフライヤ
を東京から観測することにより位置を確認した．こ
の結果，富士山局アンテナ及びリレー無線機は，
レーダレードームの北側約 30m の地点に設置した．
アンテナ位置から東京局を見た電波通路を図 11 に
示す．

 7. レードーム
もし冬季の富士山頂にアンテナをむき出しで設

置したら，あっと言う間に氷の塊と化してしまうこ
とは，誰の目にも明らかである．更に，強風下でア
ンテナを安定して動作をさせることは不可能であ
る．したがって，電気的な性能は多少犠牲にして
も，アンテナを風雪雨から守るためにレードームで
覆うのは必然となる．

耐 風 速 性 の 要 求 は 100m/s で あ る． こ れ は，
101m/s で壊れてもよいということでも，110m/s
で壊れてもよいということではなかった．要するに
風で壊れないものを作れというのが条件だった．こ

れに反する条件として，電波の透過性は（電力透過
率）は最低 85% 以上，またヘリで運べる重さの上
限から，総重量は 600kg が設計に課せられた条件
だった．なので，「頑丈に．しかも軽くて薄く．」と
いう矛盾を解決せねばならなかった．

レードームには種々の構造があるが，富士山の気
象条件から判断して，金属スペースフレームレー
ドーム（MSF レードーム）を採用することにした．
MSF レードームであれば，機械的強度は金属のフ
レームワークで受けるようにし，電波の透過性は薄
壁パネルにより要求を満たすことができる．また，
フレームワークを組み立てた状態であれば，十分な
機械的強度を持ちつつ，受風面積が少ないので，風
荷重も少ない状態を作ることができる．このよう
に，初めにレードームのフレームを組み，後でパネ
ルをはめ込む組立構造にすることにより，天候の急
変が問題となる山頂で，安全に作業を行うことがで
きる．

このレードームは我が国で最初のものであった
ため，あらかじめ縮尺モデルを作って，電気試験や
強度試験を行った．最も重要な耐風性については
レードーム模型の風洞実験を行い，模型表面の流糸
によって風の流れを調べ，風速 100m/s の風に耐
えることを確認した．図 12 はレードーム模型の風

図9　富士山測候所観測室内部（1）

図 10　気象庁観測室内部（1）

図 11東京局方向電波通路（1）．写真の右側のピーク
が伊豆岳．＋印が、東京局の位置である．

図12　レードーム模型の風洞実験の様子（1）
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洞実験の様子である．
強度と電気性能を兼ね備えたレードームを作る

ために，部品の工作精度にも配慮した．風圧での変
形やずれを抑えるために，構成する各々の部品のボ
ルト穴径やピッチ間寸法は誤差ゼロを狙って製造し
た．また，当レードームの座標計算は手回し計算機
により綿密に計算した．このかいがあり，工場での
仮組みでレードームは寸分の狂いもなく組み上がる
ことを確認した．その一方，大気が薄いことにより
作業効率が著しく低下する富士山頂での組立ては困
難であることも明らかとなった．したがってレー
ドームのフレームは組み上がった状態でヘリコプ
ターで空輸することが必要であるので，重量
600kg 以下になるように設計した．富士山のよう
な高所では気圧の低下によって揚力が減り，実は運
搬可能な最大重量は 450kg に低下することが判明
したが，1964 年 8 月 15 日午前 8 時 12 分にドア
も座席も取り外せるものは全て外し，もちろん燃料
も最小限にしたヘリコプターで，組み立てられた
レードームフレームは無事富士山頂に運び上げられ
た．ヘリコプターによるレードームフレームの空輸
状況を図 13 に示す．

レードームフレームの設置の後，パネルの組立
て，機器の設置を終えた 1964 年 9 月 25 日に超 A
級台風 20 号が襲来した．このときの平均風速は
80m/s を超えたが，レードームに異常はなく，そ
の性能を発揮した．

 8. 電源設備
富士山測候所には送電線が通っており，主として

通信，照明及び電熱に使用されていた．今回のレー
ダ建設に際して，電力が不足するので新たに三相
200V 動力として，75kVA が追加された．送電線
はその地形，気象条件から，落雷，雪崩によって地

絡，断線事故が多い．冬季にその事故があると修復
は翌夏まで不可能なので，商用電源のみに頼るとき
は，事故があると修復されるまでの間のレーダの運
用は不可能となる．そこでレーダ設置に合わせて自
家発電設備を設置することになったが，ここでも富
士山特有の設計の必要性があった．

高所における最も大きな問題は，気圧低下による
酸素量の不足である．ディーゼルエンジンは，富士
山頂においても異常なく運転できるように，実験に
基づいて噴射量の制限を行っている．またエンジン
の起動は確実かつ迅速を要求されるため，エンジン
室内の暖房，各エンジンのオイルパンの予熱などに
配慮を行った．また，発電機は高所での運転を考慮
し，温度上昇を低く抑える設計をしている．

 9. 建設工事
富士山頂に気象レーダの建設工事が開始された

のは，1963 年 6 月からであるが，同年は建築の鉄
骨組みのみで越年し，翌 1964 年は建築の仕上げと
レーダ機器の据え付けを実施し，建設工事が完了し
たのは 1964 年 10 月である．この間運び上げた資
材は約 500 ｔ，作業人員延べ 9,000 人に及ぶ．日
本の最高所であり，気象条件も過酷を極め，輸送手
段も従来の方法では不可能な場所である．作業でき
る期間は年間を通して 7～9 月の 3 か月ぐらいしか
なく，それも晴天の日はごく少ない．何分，未知な
問題が多く，その完成までには困難を極めた．

山頂での平均気圧は 640hPa であるから，下界
の約 3 分の 2 に当たる．すなわち酸素不足が体に
い ろ い ろ な 影 響 を 与 え る．7，8 月 は 気 圧 も
650hPa 前後なので比較的環境も良いが，640hPa
以下になるといわゆる高山病の症状が現れる．

同一高度に 8 日以上いると高山病にかかりやす
いとの報告もあるので原則として作業員は 2 週間
程度滞在して一旦下山して休息，そしてまた登頂す
るという方法を取った．

電気機器の接地にしても山頂では 1,000Ω 以上
の接地抵抗でどうにもならない．雷も強烈であって
機器を雷撃からいかに守るかが問題となる．これに
対しては鉄骨建物全体を電気的に接続されるよう
に，例えば基礎の鉄筋についても交差するところは
電気溶接して，被雷の際は建物全体が同一電位にな
るようにして，内部の機器を保護するようにした．

 10. むすび
計画から設置・運用開始までを振り返ったが，本

当に大変だったのは正式運用開始から通算 35 年間

図13　ヘリコプターによるレードームフレームの空輸（1）
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の運用だったのではないかと思う．どれだけ運用保
守に配慮されていたとしても，故障を免れることは
できない．2MW の送信電力を発生させるマグネト
ロンは，消耗性部品であるため山頂に予備が保管さ
れていたはずだが，トラブルが発生すれば年間を通
して交換品を運搬せざるを得なかったはずである
し，富士山に交換部品がない部位で故障が発生すれ
ば，冬の厳しい時期であっても修理のために登山を
したはずである．運用に携わった方々の苦労を思え
ば，開発，据え付けの苦労は高々 2～3 年である．
しかし，その 2～3 年がその後に続く苦労の質や量
を決める大事な期間となる．設計者は時間の許す限
りより良い姿を追い求めるしかすべはない．

富士山気象レーダーに関わった人々は，皆「俺も
やった」と言う．何をやったかは別にして，まるで
自分が主役であったかのように目を輝かせて話をす
る．この仕事に携わった人は皆自分が主役であり，
自分がいなかったらできなかったという思い入れを
持っている．これが富士山の力なのであろう．計
画，設計，製造，据え付け工事，更に運用保守に関
わった人々を含めて，これらの方々がいなければ確
かに富士山気象レーダーはできなかったし，成果を
上げることもできなかった．富士山気象レーダーは
2000 年 3 月に IEEE のマイルストーンに認定され
た．また，2017 年 9 月には電子情報通信学会のマ
イルストーンにも認定されている．

IEEE マイルストーン銘板（図 14）に鋳込まれた
碑 文 に は，「 世 界 で 最 も 高 い 場 所 に 設 置 さ れ，
800km 離れた大きな嵐（台風）の警報を発するこ
とができた」と書かれている．地上に設置された気
象レーダとしては，設置高度も探知距離も，おそら
く現在でも第一位であり，今後も抜かれることはな
いだろう．

富士山気象レーダーについて書かれたもので
真っ先に思い浮かぶのは，新田次郎の「富士山

頂」（5）である．予算折衝から設置運用開始に至る
過程が，小説の形を借りた記録として描かれてい
る．「熱い男たち」は現在の技術者や将来の技術者
にも，変わらず熱く語り掛けてくる．読者の皆さん
には是非手に取って頂きたいと願っている．

気象レーダの原理や技術的な側面については，本
稿では十分な紹介ができなかった．更に深く理解を
進めたい場合は気象レーダ関連の書籍が多く出版さ
れているので，そちらを参照願いたい．

最後に，この偉業に携わった全ての先輩に敬意を
表し，また次世代を担う読者諸氏にエールを込め
て，以下の言葉を贈る．
「男は一生に一度でいいから子孫に自慢できるよ

うな仕事をするべきである。富士山こそその仕事
だ。富士山頂に気象レーダーの塔ができれば東海道
沿線からでも見える。それを見るたびに、おい、あ
れは俺が作ったのだと言える。子供や孫にそう伝え
ることができるのだ。」（6）
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（1） 下島省吾，梶本俊弥，植田英雄，井上義男，御法川秀
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平島弘一
 1985三菱電機株式会社入社．入社以来気
象レーダをはじめ，雷観測，河川管理，下
水道管理，空港や高層の風の監視，霧の検
出など電波や光を使った種々の気象関連シ
ステムの開発やシステム設計などに従事し
てきた．これらのいずれもがいろいろな立
ち位置での「私の富士山」となっているこ
とを、本稿をまとめるにあたり種々の文献
を読み返しながら実感した．さて，次の私
の富士山はどのように現れるのだろう．
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富士山頂
新田次郎 著，文春文庫，2012 年 6 月 発行

ISBN 978-4-16-711241-7

一昔前に比べると，近年の天気予報は，その精度が

非常に向上したように思う．気象衛星やレーダ技術の

目覚ましい発展によるものと思うが、その昔，国内気

象観測の礎となる国を挙げた一大プロジェクトがあっ

たことを御存じであろうか．本書は，1964年に富士山

頂に設置された気象レーダを題材にした小説であり，

俳優・石原裕次郎主演の映画やNHK番組「プロジェク

トX」の原作としても知られる．小説の中の主人公，

気象庁測器課 葛木章一は，著者本人（本名：藤原寛

人）がモデルである．

実際，新田氏は気象庁の担当課長として富士山気象

レーダー開発の指揮を執った人物である．本レーダの

建設は，1959 年の伊勢湾台風（死者 5,000 人超）が

きっかけになったと言われる．いち早く台風を検知す

るための富士山頂への高所設置（観測範囲 800 km ），

風速 100 ｍ/s に耐えるレーダドーム，そして，技術的

には高出力レーダ送信機（2,000 kW）やリモート制御

など，多岐にわたる課題を克服した一大プロジェクト

であった．

小説は，測器課長補佐の葛木がレーダ建設へ向けて

大蔵省主計官と予算折衝を行う場面から始まる．葛木

はレーダの山頂設置の意義を「台風の砦」と表現し，

課題であった建設資材を輸送する施策として「雪線追

従作戦」を打ち出し主計官を説得する．予算申請が下

りると，電機メーカ 3 社によるし烈な提案合戦のシー

ンが続く．調達不調を懸念した業者は分割発注による

生き残りを図るが，葛木はこれを一蹴．入札業者が確

定するまでの緊張感あふれる各社の攻防は一読に値す

る．

いよいよレーダを富士山へ設置するにあたり，限ら

れた夏の作業期間で建設資材の輸送を行うため，ブル

ドーザ道の開拓と馬方や強力の人海戦術による必死の

荷揚げ．更にヘリコプターによる決死のレーダドーム

輸送は本書のクライマックスである．気象レーダの実

験試験局としての運用が開始されると，早速，700km

の遠方に迫る台風を探知した．ブラウン管に白く浮か

ぶ台風を目にしたとき，気象観測の新たな歴史が始ま

ったのである．

本書は，国を挙げた一大プロジェクトの完遂という

先人の偉業に敬意の念を思わせる傑作であるとともに，

気象レーダへの強い思いと情熱を掛けた男たちの苦悩

と葛藤に満ちたドキュメンタリーとして社会人必読の

一書であろう． （Y.A.）



1  はじめに
YRP無線歴史展示室は横須賀リサーチパーク（YRP）

にあり，無線の歴史について様々な貴重な史料が展示さ
れており，無線通信技術分野における先人の功績を知る
ことができます．今回はこのYRP無線歴史展示室につ
いてご紹介します．

2  分かりやすい工夫された展示
YRP無線歴史展示室はYRPセンター 1番館に 2014

年に開館しました．無線通信分野に余りなじみのない方
にも見学して頂けるよう，説明ガイドに同行して頂けま
す．また，子供から大人まで多くの方に楽しんでもらえ
るよう，随所に展示の配慮がなされています．
展示コーナーは①横須賀リサーチパークの説明，②横

須賀の歴史，③無線通信の誕生，④ラジオ放送の開始，
⑤真空管の発達の歴史，⑥無線通信機の発達の歴史，
⑦携帯電話の誕生と発達，の七つのゾーンで構成されて
います．驚いたことに，上記七つの展示ゾーンの多くに
横須賀が関わっており、それが丁寧に解説されていま
す．
歴史は 1854年のペリーの横須賀・久里浜への上陸か

ら始まります．ペリーは 2台の電信機を幕府と天皇に
献上したそうで，日本の通信の歴史は横須賀から始まる
ことになります．
その後日本は，現在横須賀の三笠公園に展示されてい
る戦艦三笠などに搭載するため，無線電信機の開発を進
めますが，その製造工場も当時日本の重工業の中心だっ
た横須賀にありました．この横須賀で製造された無線機
が日露戦争で活躍しています．

図 3　真空管の発展の歴史．分かりやすく展示されています．
この写真は日本海軍が開発し使用した真空管です．
「いかり」のマークが刻印されています．
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山田　曉　Akira Yamada　 （株）NTTドコモ

YRP 無線歴史展示室
科学館・博物館めぐり

図 1　YRPセンター 1番館内にある無線歴史展示室外観

図 2　日本初の実用無線通信機．逓信省電波試験所の松代
松之助技師と旧第二高等学校（現東北大学）の木村駿吉教
授の努力により横須賀で完成し，明治 36年にちなみ「三六
式無線電信機」と呼ばれ，日本海海戦を勝利に導いたもの
です．（本品はYRP制作のレプリカです．）



また，無線装置に必要な真空管の研究開発は横須賀海
軍工しょうで行われ，メーカは海軍のマークを刻印した
真空管を納品したそうです．
もちろん，無線通信に詳しい研究者・技術者の方も必

見の様々な装置の展示があります．1950 年代の米陸軍
のトランシーバ，1940 年代の日本海軍の受信機，コリ
ンズの世界初の SSBアマチュア無線機，古い無線の雑

誌など，その道の技術者にもとても魅力的な展示です．

3  終わりに
今回はYRPにある無線歴史展示室を御紹介させて頂
きました．YRPは都心からも近く，学会やイベントな
ども頻繁に開催されております．機会がございましたら
ぜひ一度訪問してみてはいかがでしょうか．
謝辞　取材当日には貴重なお時間を頂き丁寧に御説

明頂きました，㈱横須賀テレコムリサーチパーク無線歴
史展示室　太田様，青木様に深く御礼を申し上げます．

図6　大正14年の国内外の無線技術雑誌．この雑誌の中に
は当時最新のスーパヘテロダイン式ラジオの回路図が記載
されています．

図 7　懐かしい携帯電話．たくさん展示されています．
一部は隣接のNTTドコモR&DセンタのExhibition Hall 
「WHARF」から貸与されています．

山田　曉 （正員）
2000 東工大大学院理工学研究科修士
課程了，同年（株）NTTドコモ入社．
3G/LTE 装置開発，5G 研究，3GPP 標
準化，IEEE802標準化，ARIB 標準化等
に従事．2005本会学術奨励賞受賞．現
在，NTTドコモ先進技術研究所．本会
通ソ会員事業企画幹事，B-plus 編集委
員．

Access
「YRP無線歴史展示室」

入 館 料：無料
見学時間： 平日　午前 10時～午後 5時
  見学は 10名様以上の団体にて，御希望日の２週間前まで

に申込み（説明ガイド付き）．また，YRP でイベント等が
行われる際には，個人の方でも御覧頂ける場合がござい
ます．日程についてはお問い合わせ下さい．

交 　 通： 京浜急行久里浜線ＹＲＰ野比駅下車
   京浜急行バス 1番乗り場，横須賀リサーチパーク方面行

き（野 6・7系統以外）のバスに乗車，「光の丘 5番」下車，
徒歩 3分．

所 在 地： 神奈川県横須賀市光の丘 3－ 4 　YRP センター 1番館
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.yrp.co.jp/facilities/exhibition/index.html

＊ SSBはSingle Side Bandと呼ばれる変調方式の略，VFOは
Variable Frequency Oscillatorと呼ばれるトランシーバの構成要
素の一つ．SSB変調はAM変調と比べ少ない電力で交信が可能
である。TS-510は当時としては安定したVFO回路を採用した
SSBトランシーバで，ヒット商品だった．
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図 4　LEMCO社（サンフランシスコにあった Lee Electric 
and Manufacturing Co.）が 1924 年に製造した探り針式鉱
石検波受信機．丁寧に隣に回路図も記載されています．

図5　1968年発売開始 TRIO（現ケンウッド）製SSB＊トラ
ンシーバ TS-510．当時のアマチュア無線機としては安定度
の高いVFO＊を搭載していました．
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2018年ソサイエティ大会の開催地から
──観光都市として発展する金沢 ──

後藤由貴（金沢大学）

金沢大学角間キャンパスが 2018年 9月のソサイエティ
大会の会場です．石川県金沢市の南東の丘陵地にあり，

東京ドーム約43個分の広さを誇る自然豊かなキャンパスです
（写真1）．金沢駅からバスで30～35分，中心街の香林坊か
ら20～25分と少し距離がありますが，学生にとっては勉学に
集中できる良い環境に立地しています．キャンパス内で，リス
やキジ，クマなどの野生動物を見掛けることもあります．降雨・
降雪が多い地域ということもあり，キャンパス内の主要な建物
は全て傘を使わずに移動できるよう工夫されています．
金沢は一昨年の北陸新幹線の延伸により，関東地方からの

鉄道アクセスが大変良くなりました．2006 年のソサイエ
ティ大会が同キャンパスで開催されましたが，そのとき上越
新幹線と在来線特急の乗り継ぎで東京̶金沢間約 4時間掛
かっていたのが，現在は直通で2時間半にまで短縮されまし
た．新幹線効果で，観光都市として発展しており，行楽シー
ズンは，今でもホテルが予約しにくい状況が続いています．
金沢市内のホテルが全て埋まってしまうこともありますの
で，参加の際は早めの旅行手配をお勧めします．
さて，本稿ではソサイエティ大会で初めて金沢に来られる

方にお薦めの観光名所，食事，土産物を紹介したいと思いま
す．まず，金沢の観光ですが，テレビの旅番組などでよく紹
介される兼六園（写真 2），金沢城公園（写真 3），長町武家
屋敷，ひがし茶屋街，近江町市場，金沢 21世紀美術館（写
真 4）などの有名どころは街の中心に集まっており，歩いて
回ることができます．「まちのり」という自転車レンタルの
サービスもありますので，限られた時間で多くの場所を回り
たいときに利用されるとよいかもしれません．市内 20か所
のポート間を“30分以内”に移動するという使い方で，1
日 200円で借りることができます．（残念ながら大学付近に
はポートはありません．）街中は城下町特有の見通しの悪い

道路が多く，迷いやすいため，観光の際はホテルか案内所で
地図を入手しておくことをお勧めします．
次に食事ですが，やはり滞在中に一度は行って頂きたいの

がお寿司屋さんです（写真 5）．回っているお寿司屋さんで
も十分満足できると思います．このお寿司を回転させるコン
ベヤはほぼ 100%，金沢市と隣の白山市で製造されているそ
うです．ガイドブックや「ぐるなび」で紹介されているとこ
ろは平日でも混雑しますので，早めの時間に行かれるのがよ
いでしょう．その他，カニ，治部煮，かぶら寿司などが有名
ですが，ソサイエティ大会が開催される時期に見つけるのは
難しいかもしれません．年中楽しめる B級グルメとして，
金沢カレー，第７ギョーザの店のホワイト餃子，ハントンラ
イス，金沢おでんがありますので，機会がありましたらお試
し下さい．
最後に金沢の土産物ですが，代表的なものとして和菓子と

海産系の珍味が挙げられます．和菓子はきんつばやふくさ，
珍味は魚の干物や粕漬をよく土産にしています．このほか，
烏骨鶏の卵で作ったカステラやプリンも珍しいので喜ばれま
す．また，金沢は金ぱくの生産量が日本一ということもあり
（写真6），金ぱく関連のグッズが数多くあります．金ぱくパッ
クや金ぱくの入った化粧品，食用の金ぱくフレークなど面白
いものがありますので，是非，お土産屋さんで御覧下さい．
お土産屋さんは街の様々なところにありますが，その中でも
金沢駅の「あんと」が便利かと思います．石川県だけでなく
隣県の名産品も購入することができますので，お帰りの際，
少し早く駅に行き，買い物されてはいかがでしょうか．
以上，初めて金沢に来られる方に向けて街を簡単に紹介し

ました．現在，金沢は観光都市として発展途上ですので，2
回目，3回目でいらっしゃる方でも前回来られたときとは
違った新たな発見があるかもしれません．

電 子 情 報 通 信 学 会

写真提供（2-6）金沢市
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通信ソサイエティからのお知らせ

　第13回通信ソサイエティ論文賞 ～受賞論文と総評～ 165ⓒ電子情報通信学会2018

1 はじめに

通信ソサイエティ（以下，通ソ）では，第 13回目となる

通信ソサイエティ論文賞の選定を行い，11編の論文を選定

した．本稿では，今年度（2016年 10月～2017年 9月）の

受賞論文と総評を，和文論文誌、英文論文誌，ComEX，和

文マガジンの順に述べる．

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2編，チュート

リアル論文賞2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．

今年度は優秀論文賞として，機器同士が自律的に通信を行

うM2Mを実現するための新たな多元接続方式を提案した論

文と，無線電力伝送の効率改善を実現したシステム開発論文

の 2編が選定された．また，チュートリアル論文賞として，

実用化が間近に迫る第 5世代移動通信システム関連の 2編

の論文が選定された．昨年度に続き今回もシステム開発論文

が優秀論文賞として選ばれており，今後も企業を中心に優秀

な研究開発成果が報告されることが期待される．

和文論文誌は，研究を始めたばかりの学生や若手研究者が

母国語で論文を読める貴重な存在である．良い論文を読むこ

とは，良い論文を書くことにもつながる．受賞論文を論文の

書き方のお手本として参考にされた上で，今後も積極的に論

文を投稿して頂きたい．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

「�空間変調に基づく時空間符号分割多元接続」
福間　恵，石井光治
 Vol.J100-B, No.4, pp.335-343, April 2017.

受賞理由：本論文では，簡素な構成で空間変調とCDMAを

組み合わせた時空間符号分割多元接続により，拡散符号を

重複して用いた場合でも通信路行列の情報を用いて信号を

推定できる方式が提案されている．複数アンテナを用いて

伝送レート拡大を目指すのではなく，機械同士が自津的に

通信するネットワークにおいて多数の端末を収容すること

を目標としており，研究の独創性が高い．提案手法を従来

手法と比較して，多数の端末を収容でき，同時使用時の受

信特性が改善できることを示しており，有効性も高い．提

案方式の理論平均ビット誤り率(ABER)を理論的に解析し，

理論式とシミュレーション結果が一致することにより，理

論式の妥当性を示している．以上の理由により，通信ソサ

イエティ優秀論文賞にふさわしい論文であると判断した．

「�マイクロ波電力伝送試験モデル：受電部の開発」
小澤雄一郎，藤原暉雄，田中直浩， 佐々木謙治， 
中村修治
 Vol.J99-B, No.11, pp.1030-1040, Nov. 2016.

受賞理由：本論文はマイクロ波による無線電力伝送のための

レクテナに関するシステム開発論文である．宇宙太陽光発

電システムでは，実際に送信した高周波電力を空間からい

かに効率良く捕集し，実際に使用できる電気エネルギーに

変換できるかが課題になっている．本論文では，受電シス

テムの技術課題について要素技術開発結果に基づいて理論

的に考察し解決策を提案しており，その解決策をシステム

設計に反映し設計手法の一つとして有効性を示した．こう

したシステム設計手法が広まることで，宇宙太陽光発電向

けの高耐圧なマイクロ波デバイスや搭載コンポーネント開

発などの普及に向けた新たな技術発展が期待できる．以上

の理由により，通信ソサイエティ優秀論文賞にふさわしい

論文であると判断した．
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■ チュートリアル論文賞

「�移動通信における信号処理アンテナの進展」
小川恭孝，西村寿彦，大鐘武雄
 Vol.J100-B, No.9, pp.658-672, Sept. 2017.

受賞理由：本論文では，アダプティブアンテナからMIMO

システムまでの空間的な信号処理に関して系統的に解説さ

れている．この技術に関する基本原理に加えて，アダプ

ティブアンテナにおける空間分割多元接続方式，及び第 5

世代移動通信方式におけるキーテクノロジーである

Massive MIMOシステムの先端的研究まで丁寧に解説さ

れており，また，それらの技術に関する多数の文献が適切

に引用されていて，学術的な価値が非常に高い．また，本

論文の技術分野が専門でない読者においても十分理解でき

る内容となっていることから，通信ソサイエティチュート

リアル論文賞にふさわしい論文であると判断した．

「�Machine�Type�Communication（MTC）に適
した非直交多元接続方式とその応用」
岡本英二，星野正幸
 Vol.J100-B, No.8, pp.505-519, Aug. 2017.

受賞理由：非直交多元接続方式は，5Gにおける要求条件の

一つである超多数同時接続を実現するための極めて重要な

技術であり，本論文ではその代表例として，LDS と

SCMAを中心にその原理解説，基本特性及びその利害得

失に至るまでを系統立てて解説しており，今後，本領域に

携わる多くの技術者に対して多くの示唆を与えるものと考

えられる．LDSと SCMAについて送信処理におけるコー

ドブック設計の最適化や，受信処理における繰り返し処理

の収束特性を含めて，初学者に対しても非常に分かりやす

く解説した論文は希少であり，記載内容の信頼性も高いこ

とから，本論文が対象としている技術分野の発展に大きく

寄与することが期待される．本論文の高い有効性・信頼

性・了解性から，通信ソサイエティチュートリアル論文賞

にふさわしい論文であると判断した．

3 英文論文誌

 英文論文誌では，正員や編集委員から推薦された論文を適

切かつ公平・公正に審査するために，編集委員の中から専門

分野や編集経験，所属組織などを考慮して論文賞選定委員

（以下，選定委員）を決定した．その後，決定した選定委員

から論文賞選定委員会を組織し，複数回の議論・審査を経て

受賞論文を選定した．

受賞論文の選定は， a）予備審査，b）一次審査，c）二次

審査，d）論文賞選定委員会での議論・投票，e）編集委員

会での審議，f）編集会議での審議，のプロセスで行った．

最初の a）予備審査において，推薦論文の中から査読時のス

コアを基に受賞予定数の3倍程度の候補論文を選出した．次

の b）一次審査では，予備審査を通過した各論文に対して選

定委員が簡易査読を行い，候補論文を 3分の 2程度まで絞

り込んだ．それから c）二次審査において，絞り込まれた全

候補論文を選定委員が熟読し，新規性，信頼性，有効性など

の項目に関して詳細な評価を行った．その後 d）論文賞選定

委員会を開催し，各候補論文について二次審査結果を基に議

論した後，投票によって受賞論文案を決定した．受賞論文案

は更に e）編集委員会で審議し，f）編集会議での議論を経

て受賞論文が最終決定された．

今年度は，通信ソサイエティ論文賞として Best Paper 

Award に 3 編，Best Tutorial Paper Award に 2 編の論文

が選ばれた．各受賞論文は，新規性，独創性，有効性，了解

性などに関してそれぞれ秀でた特徴を有しており，情報通信

分野に高い貢献が期待できる論文が選ばれる結果となった．

英文論文誌では，2006年以降の受賞論文全てを下記URL

で無償公開している．是非，各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://search.ieice.org/bin/open_access_paper.
php?journal=EB&lang=E

また，2015 年 10 月から投稿受付を開始した新しい論文

カテゴリー「ポジションペーパ」も，今年度から論文賞の対

象となっている．アイデアあふれる提案や世界最高性能実現

の報告など高いインパクトを有する研究成果は，是非ポジ

ションペーパカテゴリーへ積極的に御投稿頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/EB/positionpaperJ.
html

■ Best Paper Award
“�NDN-based�Message�Delivery�with�Collabo-
ra�tive�Communication� for�Reducing�Base�
Sta�tion�Power�Consumption�in�Disasters”
Yuki KOIZUMI, Suhwuk KIM, Yuki URATA, and Toru 
HASE GAWA
 Vol.E99-B, No.12, pp.2541-2549, Dec. 2016.

受賞理由：本論文は，大規模災害時の重要通信インフラであ

る無線基地局の消費電力を抑制するために，Named Data 

Networking (NDN) 技術を応用したメッセージ配送技術

を提案している．本メッセージ配信技術では，各端末と無

線基地局との電波環境を考慮して各端末が協調し，無線基

地局の消費電力が低減されるように各端末がメッセージを

配送する．本技術は，MAC層からトランスポート層付近
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までレイヤ横断的な設計が綿密になされており，NDNの

有効な新しい利用形態として新規性が高く，独創性に優れ

ている．また，提案技術の性能は LTEの仕様に基づく理

論解析と計算機シミュレーションによって評価されてお

り，得られた結果に対して十分な考察がなされている．更

に実機を用いた測定実験も行っており，提案技術の有効性

及び実用性が明確に述べられている．以上の理由により，

本論文は Best Paper Award としてふさわしいと判断し

た．

“�On�Approximated�LLR� for�Single�Carrier�
Mil�li�me�ter-Wave�Transmissions�in�the�Pres-
ence�of�Phase�Noise”
Makoto NISHIKORI, Shinsuke IBI, and Seiichi 
SAMPEI
 Vol.E100-B, No.7, pp.1086-1093, July 2017.

受賞理由：シングルキャリヤのミリ波帯無線通信では，位相

雑音の影響を受けた受信信号の確率モデルを正しく把握す

ることで通信性能の劣化を抑制できる．本論文では，ミリ

波帯で顕著に現れる位相雑音の影響を考慮した対数ゆう度

比（LLR）の近似計算法が提案されている．提案された計

算法では，位相雑音を含むイコライザ出力の確率モデルを

詳細に理論検討しており，本計算法を利用することで計算

負荷の増加を抑えつつ位相雑音の影響を低減できる．LLR

の近似法はこれまでにも幾つか提案されているが，位相雑

音の影響を考慮した LLRを算出できる本提案法は実用性

が高い．また本論文は，優れた論理展開によって了解性が

高く，理論的な詳細検討による高い信頼性も有している．

提案された計算法は将来の無線通信における問題を解決可

能で，無線通信分野において長期間にわたる貢献が期待で

きることから，Best Paper Award としてふさわしい論文

であると判断した．

“�Extended�S-Parameter�Method�for�Measur-
ing� Reflection� and�Mutual� Coupling� of�
Multi-Antennas”
Takashi YANAGI, Toru FUKASAWA, and Hiroaki 
MIYA SHITA
 Vol.E99-B, No.10, pp.2195-2202, Oct. 2016.

受賞理由：無線端末上のアンテナ特性を測定する際には，接続

した同軸ケーブルによって生じた影響を低減するためにSパ

ラメータ法が利用される．しかし，Sパラメータ法は単数の

アンテナにしか適用できず，近年主流となっているMIMO

アンテナへ適用することは難しい．本論文ではSパラメータ

法を拡張し，アンテナエレメントと地板それぞれにケーブル

を接続してフル2ポート測定を行うことで同軸ケーブルの影

響を除去可能な手法を提案している．本手法の性能はシミュ

レーションで評価しており，数値結果から本手法の高い有効

性を明らかにしている．また，実機実験によって実用性の高

さも示しており，本手法が今後広く利用されることが期待で

きる．論文自体も分かりやすく丁寧に執筆されており，了解

性にも大変優れている．以上の理由により，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
“�A�Survey�of�Efficient�Ray-Tracing�Tech-
niques�for�Mobile�Radio�Propagation�Analy-
sis”
Tetsuro IMAI
 Vol.E100-B, No.5, pp.666-679, May 2017.

受賞理由：本論文は，移動体通信の電波伝搬解析で必須とな

るレイトレース法に関して，基礎技術の詳細な解説から計

算速度の高速化と解析速度の向上に注目した最新技術の紹

介まで，本技術分野全体を俯瞰したサーベイ論文である．

最新の技術動向を調査する電波伝搬の専門家だけでなく，

本分野が専門ではない基礎を学ぶ研究者に対しても，非常

に価値の高い技術原理や最新動向を提供している．本論文

で紹介されているレイトレース法は，今後も幅広く用いら

れることが想定されており，最新技術の重要性も一層高ま

ることが予想される．それゆえ，本論文は将来的にも高い

価値を有していることが確信できるため，Best Tutorial 

Paper Award としてふさわしいと判断した．

“�Survey�of�Cloud-based�Content�Sharing�Re-
search:�Taxonomy�of�System�Models�and�
Case�Examples”
Shinji SUGAWARA
 Vol.E100-B, No.4, pp.484-499, April 2017.

受賞理由：本論文は，クラウドコンピューティングのコンテン

ツ共有システムに関するサーベイ論文であり，ファイル管理

技術及びストレージ技術に関する多数の論文を体系的に分類

して，各技術が分かりやすく紹介されている．また，最近の

各種技術・システムについても，ケーススタディとして概要

が紹介されている．更に，クラウドコンピューティングだけ

でなく，クライアント・サーバシステムや分散ファイルシス

テム，ピアツーピア共有システムなどの代表的なシステムに

ついても解説されており，チュートリアル論文としても優れ

た内容である．以上の理由から，Best Tutorial Paper 

Awardとしてふさわしい論文であると判断した．
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4 ComEX

 IEICE Communications Express (ComEX) に お け る

Best Letter Award の選出は今回で5回目である．今回の対

象は2016年 10月 1日～2017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，信号

系列，アレーアンテナ，MIMOシステム，ハイパサーミア

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．

■ ComEX Best Letter Award
“�Proposal�of�Zero-Padded�CAZAC�Sequence�
with�Discrete�Chirp�Signal”
Mio Hourai, Hideo Kobayashi, Takashi G. Nitta
 Vol. 5, No. 10, pp. 378-383, Oct.2016.

受賞理由：離散チャープ信号にゼロ挿入をすることによる新

しい CAZAC 系列の生成法を提案し，それが実際に

CAZAC系列の性質，すなわち，時間領域での一定振幅と

ゼロ相関特性を持つことを解析的に示している．更に提案

系列の一つの応用として，非線形増幅器の影響を含んだ

OFDMマルチパス通信路推定用の参照信号として用いるこ

とを検討し，従来のCAZAC系列では非ナイキストレート

サンプリングの際に推定精度が大幅に劣化するのに対し，

提案系列では高精度な推定が実現されることを数値的に示

している．学術的にも応用上も有用な成果がコンパクトに

まとめられており，新規性，先見性，及び簡素な記述の点

で高く評価できる．以上により，ComEX Best Letter 

Awardにふさわしいレターであると判断される．

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/

5 和文マガジン

和文マガジンでは，読者層として現場の技術者や学生など

を主なターゲットとしている．そのため，その読者層にとっ

て有効か，理解が容易かという観点を重要視しており，この

観点を加えた以下の4 点を評価の基準とし選定を行った． 

（1）オリジナリティ：対象や分類，主張が独創的である

か，あるいは新しい観点を含んだ解説か（2）有効性：マガ

ジンの読者層に有益な情報を与えたか（3）信頼性：論旨が

通っており，また参考文献等が適切か（4）了解性：若手及

び専門外の読者にとって理解が容易か

和文マガジンからの論文賞対象論文選考は，第 39 号

（2016 年 12 月）から第 42 号（2017 年 9 月）までに掲載

された全解説論文に対する審査査読を経て，最終的に和文マ

ガジン編集委員会における議論により受賞論文を決定した．

■ マガジン論文賞
「�着るだけで生体情報計測を可能とする機能素材
hitoeの開発及び実用化」
河西奈保子，小笠原隆行，中島　寛，塚田信吾
 夏号（No.41）pp.17-23, Jun. 2017.

受賞理由：本論文では，導電性の布を生体電極としたセンサ

「hitoe」を用いたバイタルモニタリングについて述べられ

ている．生体情報を取得するセンサとして装着者の負担が

少なく，かつ安価で大変期待される開発である．この新し

く有用な技術に関する解説にもかかわらず，信号処理等技

術的な記述が具体例とともに平易に述べられている点で，

マガジンとして大変意義のある論文である．以上の理由か

ら本論文を通ソマガジン論文賞と決定した．

和文マガジンにおける論文は通常の論文誌の論文と比べ，

読者に要求する技術・知識レベルを考慮するなど，読みやす

さが重視されているが，和文マガジンには雑誌の特性上，論

文以外の記事も多く収録されている．今回からこのような優

秀な記事に対し授与するマガジン賞が新設されている．マガ

ジン賞受賞記事については，本号の記事 (P.133) で紹介され

ている．上記和文マガジン論文賞に加え，マガジン賞が授与

された記事も是非お楽しみ頂きたい．



ⓒ電子情報通信学会2018

学会は何を果たすべきか?
通信ソサイエティ副会長 塩本公平

Kohei Shiomoto

私は通信ソサイエティの財務と会員事業企画を財務
幹事と会員事業企画幹事とともに担当させて頂い

ています．財務に関しては年度ごとの予算を管理しな
がら，中長期的な視点で財務のあるべき姿を検討して
います．定常的な活動の計画と実績のかい離を少なく
し，非定常な新しい施策に弾力的に予算を割り当てる
方策や，会員数の増減や学会で行う新たな施策の財務
的なインパクトを考慮する方法を検討しています．今
年度から技術研究報告（技報）の電子化や参加費型研
究会を本格稼動しましたが，中期的な財務計画を策定
するために，どのような財務や学会活動の KPI（Key 
Per form ance Indicator：達成度評価指標）を収集・分
析すればよいかを検討しています．
　会員事業企画では，国際会議，シスターソサイエティ，
GLOBAL NEWSLETTER，通ソ Web ページと E メー
ルニュースによる情報サービス，Welcome Party など
の企画を担当しています．国際会議に関しては毎年 20
件程度の主催，共催，協賛の申請を審議していますが，
新たな施策として国際会議の開催準備費用を補助する
ための国際活動資金の貸付制度を策定しました．また，
海外の 6 団体とシスターソサイエティ協定を締結して
い ま す． 情 報 サ ー ビ ス に 関 し て は GLOBAL 
NEWSLETTER を 発 行 し 海 外 会 員 へ 情 報 発 信 し，
IEICE-CS eNews によりプッシュ型の情報発信や通信
ソサイエティ Web サイトにより情報発信しています．
毎年の総合大会では Welcome Party を企画・実施して
いますが，これは学生員や若手会員の方々が会員と自
由にコミュニケーションできる場の提供を目的とした
ものです．2018 年春の総合大会では，ソサイエティの
境界を越えた新たな交流が生まれることを狙い，全ソ
サイエティ合同で開催し，企業・公的機関，研究専門
委員会，及びソサイエティ紹介などのパネル展示を行
いました．
　これらの活動に携わる中で感じていることがありま
す．会員数の減少についてしばしば議論されます．少
子化・人口の年齢構成を考えると，会員数の減少傾向
はしばらく続くように思います．減少傾向を緩和させ

るにはどうすればよいか，更には，会員数を増やすに
はどうすればよいかといった議論も大切ですが，会員
数が減少しても学会が果たすべき役割を果たすにはど
のようにすればよいかを考えることも大切です．学会
の果たすべき役割とは，研究者・技術者が研究成果を
発表・議論する場を提供して，電子情報通信技術を発
展させ，人材を育成することと考えています．会員数
の減少傾向が続く中でも，これらの役割が果たせるよ
うにするためにはどうすればよいかを考えています．
　研究成果を発表・議論する場としては論文誌と研究
会が二本柱です．論文誌に関しては，インパクトファ
クター（IF: Impact Factor）によって論文誌が評価され
ることがありますが，本ソサイエティでも IF 向上策が
よく議論されます．IF を上げる王道は良質の論文を集
めることと考えています．しかし，論文ごとの引用件
数が分かる今日では論文誌の IF はそれほど重要でなく
なってくると思います．著者が論文誌を選ぶ基準とし
ては査読の質が重要になり，査読の質が高い論文誌に
は良質の論文が集まってくるようになると思います．
良質の論文が集まれば，次に大切なのは閲覧性の向上
です．このような基本的な取組を地道に続けることで
結果として IF が向上するものと考えています．
　研究会に関しては，国内の研究発表の場としてこれ
まで有効に機能してきたと思います．特に学生，若手
研究者が「他流試合」を行い，研究会コミュニティで
互いに切磋琢磨してきました．日本語を母国語とする
研究者が議論に集中できる場であり，海外の学会には
ない特色です．研究会での発表を繰り返す中で，国際
的に通用する力を身に付けることができると思います．
新しいテーマを発掘するための議論が活性化し，所属
組織の枠を超えたコラボレーションが起きてオール
ジャパンで進むべき研究の方向性が議論できるような
ポテンシャルが研究会にはあると思います．
　研究者・技術者が研究成果を発表・議論する場を提
供して技術を発展させ人材を育成する学会であり続けた
いと考えています．そのための具体的なアクションを検
討し，一つずつ着実に実行していきたいと考えています．

巻 末 言

Afterword
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小特集  これからのテラヘルツ

私の研究者歴  伊澤達夫

開発物語： 車載ミリ波レーダの開発
街 plus 探訪： 神戸
子どもに教えたい通信のしくみ： 可視光通信のしくみ
若者よ！世界に出よう！： 大学院生が見たパリ

 ……他，御期待下さい

編集委員長　山岡克式

編集副委員長　吉村直子　平松勝彦

編集委員
有馬卓司 石橋圭介 井上和弘 大下裕一

鎌倉浩嗣 北尾光司郎 久保亮吾 後藤　薫 

小林亜樹 佐藤陽一 鈴木健治 瀧川道生

田久　修 中島昭範 橋本尚久 畑本浩伸

平野拓一 福元徳広 真鍋哲也 山口典史

山中仁昭 湯田泰明 

2年間の任期が終わり，各種の担当を長く続けさせて頂いた通
ソの編集活動からも卒業しました．B-plusを含めた今後の学会
活動全般のますますの発展を祈ります．とは言え，まだ担当記
事が次号まで残っています． （H.I.）

本号で初めて小特集を担当しました．執筆者候補の探索か
ら戸惑うことばかりでした．面識ない上に突然の執筆依頼
にもかかわらず，執筆を御快諾下さった執筆者各位に，こ
の場を借りて改めて御礼申し上げます． （K.I.）

スポーツそのものの広がりは，もちろんのこと，その ICTの
活用は，どちらも真剣なため本当に効果的で，いい融合を生
み出していますね．御執筆をお引き受け頂いた著者，査読者，
校閲者に感謝です． （K.K.）

今回の小特集「スポーツと ICT」はいかがでしたでしょ
うか．ICT 技術がスポーツやそれを取り巻く環境を劇的
に変化させている最前線を少しでも感じて頂ければうれ
しく思います． （N.F.）

開発物語「富士山気象レーダー」の企画実現には，多くの関係
者の御協力を賜りました．深く感謝致します．また困難を乗り
越え，本開発を成し遂げた先人（既に他界された方を含め）と
その偉業に対し，改めてここに敬意を表します． （Y.A.）

「私の研究者歴」を担当させて頂きました．毎号，多彩な
背景をお持ちの方が登場し楽しみにしていますが，今回
は研究の裏側のお話も多く，大変興味深かったです．是非，
多くの人に読んでもらえたらと思います． （N.Y.）

本小特集では，我々の生活に身近な「スポーツ」の話題を取
り上げました．今後，ラグビーワールドカップ2019日本大会，
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会など日
本で開催されるスポーツ大会が目白押しです．ICTの力でス
ポーツを盛り上げていきましょう． （R.K.）

オリンピック・スポーツなどの祭典では，競技自体が楽
しいのはもちろんですが，それ以外に高い技術が見られ
るのが楽しみです． （T.H.）



電気太郎（正員）
〈参考文献〉
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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．

スリランカの最大都市コロンボに建設中

の地上デジタル放送用タワーで、ロータス

タワーと呼ばれている。タワーの高さは

350 ｍ、東京スカイツリーには及ばないが、

南アジアで最も高い電波塔を標ぼうする。

最上階からは、南北に弧を描くインド洋沿岸、

西方に広がる水平線、東方には、中央の山

岳地帯が広く見渡せる。

このタワーの上部アンテナ（送信出力

5kW）から送信される放送電波で、コロンボ

市を中心とする西部州（奈良県ほどの面積）

をカバーすることができる。タワー自体の

建設は、中国の借款により、中国が行って

いるが、スリランカの地上デジタル放送ネッ

トワークの建設とルパバヒニ国営放送局の

システム更改は、国際協力機構（JICA）の約

137 億円を上限とする円借款と技術協力に

より実施される。

本号が出版される頃には、試験放送の電

波が発射されていることであろう。ところで、

この写真を見て、「蓮の花」を連想される方はいかほどいらっしゃるだろうか。敬けんな仏教徒が多い国なら

ではの建築物である。

46The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

スリランカに建設された
地上デジタル放送用タワー 山口典史（正員）

論文の書き方講座開催のお知らせ

天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂くた
めに、２０１８年ソサイエティ大会（会場：金沢大学）において、論文の書き方講座
を下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継
続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大学
あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

一般社団法人  電子情報通信学会

通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１．日時：2018 年 9 月 12 日（水）10:00～11:45

２．場所：金沢大学　自然科学本館　1Ｆ　105 講義室

３．プログラム：

　（1）論文の書き方　　　 　　　　  塩川　茂樹（神奈川工科大学）

　（2）英文論文の書き方のポイント   岡田　啓（名古屋大学）

４．定員：110 名

５．聴講費用：無料
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