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　長年同一の業務に携わっている場合は別ですが，新しい研究や技術開発，業務に携わる
ことになる機会は，比較的多く巡ってきます．学生の卒業研究や，就職，社内の転属，転職
など，その機会は枚挙にいとまがありません．
　そのように新しい分野に携わるときには，もちろんその分野のことがよく分からないため，
その分野の勉強をすることとなるのですが，これが意外に難しいことは，既に御経験の皆様な
らお分かりでしょう．私も，大学 4 年生のときに卒業研究で研究室に所属して，まさにこの状
態を経験しました．研究室の輪講で ISDNを洋書で勉強することになったのですが，ISDN
の基本サービスとして書かれていた技術用語 “bearer service”が，何のことかさっぱり分かり
ませんでした．
　分かってしまえばなんてことはない，その業務に携わっている方にとっては当たり前のことも，
初めて接するときにはだれもが素人，よく分からないものです．ですからなおさら，何らかの
とっかかり，手掛りをもつことは重要です．今となっては，何か分からないことがあればすぐ 
インターネットで検索すればいいという人もいますが，そうはいってもインターネットの情報では
内容が正確とは限りません．誤った記述もかなり多くの頻度で存在するのは，皆さん御存じの
とおりです，また体系的にまとまった記述がなされているものも少なく，いろいろなパーツを寄
せ集めて，自分の知識として再構成を行う必要があります．
　情報通信技術の急速な進歩に伴い，新しい技術用語が，日々たくさん生まれています．情
報通信分野の技術開発といえば，グラハムベルが 1876年に電話を発明してからまだ約 130

年，世界初のコンピュータとされるENIACが開発されたのが 1946年，インターネットの基
礎となっているパケット交換が発明されたのは1961年，携帯電話が実用化されサービス開始
に至ったのは，つい先日のことのように思います．このように急激に進歩し続けている分野だ
からこそ，日々新しい技術用語が生まれてきますから，これを把握するためには，体系的な情
報の収集を，継続的に行っていく必要があります．このマガジンは，その大きな一つの手立て
として，読者の皆様に活用して頂けると確信しております．
　先日も研究室で，「Wi-Fiと802.11a,b,gって，何が違うの？」と，何気なく学生が雑談してい
るのを耳にしました．最初，知らない，分からないのは，だれでも当たり前です．ですが，そ
の知識がいつ何時自分にとって必要になるか分かりません．技術進歩のスピードに取り残され
ないためにも，知らないことをそのままにしておくのではなく，このマガジンなども使って概略
をつかみ，一歩一歩着実に知識を増やしていって頂ければと思います．
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元（株）富士通研究所社長

藤崎道雄
Michio Fujisaki

　1961年 4月，富士通信機製造株式会社（現，富士通株

式会社）に入社当初，伝送課に配属され，同軸ケーブルに

よるアナログ伝送装置の設計に従事した．以来アナログ

伝送システムの終焉を見届けるとともに同軸ケーブルに

よる 400 Mbit/sディジタル伝送システムの設計に関与し，

ほぼ同時期に，光ファイバによるディジタル伝送システ

ムに移行するチャンスに遭遇することになった．

　私がアナログ伝送システムの一つである CP-12M Tr方

式用線路増幅器の等化回路や可変等化器［1］，［2］，波形等

化器等の設計に没頭していた時期に，基礎研究の部門で

は，次世代技術である光を使った伝送システムの実現に

向けて，細々とではあるが，デバイス技術を中心に開発

が進められていた．1970年に AT&Tベル研究所における

半導体レーザの常温連続発振の成功が発表され，同年コー

ニング社による光ファイバの低損失化（20 dB/km）が発表

されると，世界中が色めき立ち，光デバイスをはじめ関

連技術の開発が一気に加速されることになった．

　その後，NTT通研との共同開発体制の強化にも助けら

れ，光のデバイス開発とシステム開発が並行して進めら

れ，NTTの積極的なネットワークへの採用により，短期

間に世界のトップレベルに躍り出ることができた．

　以下に，光伝送システム及び SONETシステム等の革新

的な技術と，北米の通信政策の転機をとらえた粘り強い

対応により，念願の北米マーケットへの参入，市場拡大

を果たした経緯を述べてみたい．

AT&Tノースイースト・コリドー（Northeast 
Corridor）光プロジェクト

　1970年代半ば以降，AT&Tは独占禁止法の問題を抱え

ていたが，傘下のWE（Western Electric）社以外から購入

すべしとの外部圧力があり，1974年 AT&Tの中に購買担

当部門が設立され，当社はそこへのアプローチに注力して

いた．その成果が初めての公開大規模入札への招聘（1981

年）として現れた．すなわち，ボストン─ワシントン─リッ

チモンドを結ぶ光システムであり，いわゆるノースイー

スト・コリドー・プロジェクトであった．

　我々はこの公開入札を北米市場参入の千載一遇の好機

としてとらえ，事業部，研究所が一丸となり方式検討が

進められた．提案の内容は，5年間の容量計画，既存中継

ハットの位置など大枠で顧客仕様を満足させた上で，当

時，NTTとの共同開発で培った最新の光伝送技術を十分

に盛り込んだものにした．提案の骨子は次の 2点であっ

た．

　（ 1）  当時 NTT向けに開発していた 100 Mbit/sマルチ

  

北米の光通信ビジネスへの参入と展開
─通信政策の転換と技術革新の波に乗って



�私の技術者歴

北米の光通信ビジネスへの参入と展開
─通信政策の転換と技術革新の波に乗って

モードファイバ方式（32 Mbit/s× 3）を 135 Mbit/s（45 

Mbit/s× 3）に改変する．（2）当時最先端の 1.3 µm帯の長

波長 LD ［3］と高感度 GeAPD受光素子 ［4］を採用する．

その結果，多重度を上げることにより必要な光ファイバ数

を約 3割削減でき，更に長波長帯の LDの使用により，中

継間隔を約 2倍に延ばすことができ，他社の提案をはる

かに上回る経済性を有するシステムを提案することに成

功した．

　入札評価の最終段階で，技術評価，工場審査のため評価

チームが来社し，急遽
きょ

プロトタイプを用意するなど，そ

の対応に大わらわとなった（図 1）．彼らの大きな関心事で

あった製品の品質保証の体系，新しい光デバイスの信頼

性の確認，製品の安定供給手段の確保等について適確に

応対することができ，評価チームから高い技術評価を得

ることができた．

　最終的に残念ながら，国防問題など様々な要因が重な

り受注に至らなかったが，結果的に富士通の光伝送シス

テムの技術的高さを世界中に認知させることになり，次

の飛躍への大きな足掛りを得ることができた（図 2）．

MCI光伝送市場への参入

　MCIとは 1980年ごろよりアナログ・マイクロ無線装置

と搬送端局装置のビジネスを続けていた．この事件がきっ

かけとなり，富士通の光伝送技術が注目を浴び AT&Tに強

い対抗意識をもつMCIが，折角の先端光技術を AT&Tが

購入しないのならMCIが購入すると，最初の 135 Mbit/s

マルチモード光伝送システムをニューヨーク・マンハッタン

に敷設した．これが New York City Light-wave System

（NYCLS）であり，1982年夏に SIECOR社製光ケーブル

を使って開通した．　　

　以来，光伝送システムの高速化に飽くなき追求をして急

成長を続けるMCIは，富士通の光伝送システムの導入に

積極的になり，1985年アムトラック鉄道のニューヨーク

とワシントンを結ぶ線路沿いの 405 Mbit/sシングルモー

ド光伝送システム（MAFOS）を皮切りに，1986年に 810 

Mbit/sシステムを，1988年に 1.8 Gbit/sシステムをと，

富士通が常に“全米初”という冠を付けたMCIの高速光伝

送システムの技術的基盤を支え続けた．

　また，長波長帯でのシステム最適波長について，MCI

の取り持ちで，富士通とコーニング社が話し合い，レーザ

ダイオードと光ファイバの両面から検討し，1.31 µmに

設定した．この波長は，その後，シングルモード伝送で

の標準波長として広く使われることになった．

ベル電話会社（RBOC：Regional Bell 
Operating Company）市場への参入

　AT&Tを持ち株会社とする通称ベルシステムは 1984年

1月 1日をもって，22の電話運営子会社を分離して，7 

RBOC（ベル系地域電話会社）に整理統合し，長距離・国

際通信会社の AT&Tコミュニケーションズと開発・製造を

中心とする AT&Tテクノロジーズ，及びベル研究所からな

る新生 AT&Tとなった．WE社のお仕着せの製品に満足で

きなくなった各 RBOCはこの機会をとらえ，世界中から

自分たちのサービス，特にディジタル専用線サービスの

向上に資する製品を調達すべく血眼になって動き出して

いた．

　富士通もこのような気運をとらえ，ベルアトランチック

北米の光通信ビジネスへの参入と展開

図 1　AT&T評価チームに説明する筆者（右から 3人目手前）

図 2　 カバー・ストーリーでノースイースト・コリドー事件を報
ずるフォーチューン誌
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（当時 C&P Telephone）に対し度重なる応札を行い，1983

年，135 Mbit/s光伝送システムを初受注し RBOCへの参

入が実現した．その理由の一つに，既述のノースイース

ト・コリドー光プロジェクトの際，富士通に来社した評価 

チームにベルアトランチックからの要員が何人かいて，彼

らが富士通の技術レベルの高さを熟知していたことも挙

げられる．

　ベルサウスもまた，AT&Tの独占・支配的製品供給に悩

まされていた RBOCの一つであり，第 2のベンダーを探

していた．富士通は 1984年にそのベルサウスからディジ

タル加入者線システム（FDLC）をテーマに技術開発とその

評価を受ける機会を与えられた．その間，機器の仕様を

確認するのに，どのドキュメントを参照し，どのように

理解すべきかを大変苦労しながら勉強することになった．

特に，数種のネットワーク運用シスムとのインタフェー

ス，難解をきわめた既存の機器との相互接続や，落雷に対

するサージ耐力と縦電流抑圧に大部分の精力を費やすこ

とになった．中でもサージ耐力の確保には最後まで手こ

ずった．規定のサージ波形，印加電力の試験に合格しても，

現場で問題が起こると規格を上回るサージ耐力を実現す

る努力をそのつど強いられた．このようにして一つひと

つ実績を積み上げて関門をクリアし，その後 15年以上に

わたり，第 2のベンダーとしての地位を確保することが

できた．ベルサウスでの納入実績が評価され，間もなく

アメリテックにも参入することができた．

開発，  製造拠点の立上げ

　北米顧客の範囲が広がるに伴い，供給とサポートの両面

から現地製造に対する要求も強くなり，北米市場への富士

通のコミットメントとして 1984年，テキサス州ダラス近

郊のリチャードソン市にリースベースで工場を開設した．

同時に設計要員の強化を図り，方式設計，現地設計能力の

拡充を図った．その後，念願のベルサウス，ベルアトラン

チック等の RBOCへ本格的に参入を果たし，新たに開発

された FDLCの量産も現地製造することになり，大幅な

工場拡大計画が策定された．結局，近隣のテレコムパーク

ウェイにロス・ペロー氏から 100エーカーという広大な

土地を購入し，新工場は，営業，開発，製造，保守サポー

トの拠点となるべく，リチャードソン工場として 1990年

10月に稼動した（図 3）．

　この工場は，日本の小山工場内で CIM工場として既に

稼動していたものをモデルとして立ち上げた．その後，後

述する SONETシステムの開発，拡販の成功により，ます

ます増大する物量と納期の 70％以上が 1週間以内という

超短納期の要求に対して，日本の CIM工場との連携プレー

にも助けられ，その能力を遺憾なく発揮することができ

た．この工場の能力拡充を通して，北米の主要顧客より，

インカンヴァント・ベンダー（既存大手）としての地位

を本当の意味で認められることになった．設計，製造品

質も格段に向上し，ベルアトランチックから Excellence 

Awardを受賞するまでになった（図 4）．

SONETシステムの夜明け

　網同期技術を発展させた同期システムは，NTTが M20

システムとして，64 kbit/s信号を，384 kbit/s単位でのク

ロスコネクト機能をもって，二次群である 6.3 Mbit/sに

多重化するシステムを 1981年に既に導入し，ネットワー

クサービスの高度化を実現していた．しかし，この同期

システムを 400 Mbit/s以上の高次群迄に適用するには克

服すべき課題が多々あった．

図 4　 ベルアトランチックより Excellence Awardを受ける筆者
（左）（1990年）

図 3　リチャードソン工場（1990年竣工直後）
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　一方北米において，AT&Tのベル研究所内でメトロ・バ

ス（Metro Bus）と称して，同期システムをメトロ地域に

導入し伝送効率を向上するための施策を打ち出していた．

また，AT&Tの分割と同時に設立されたベルコア内でも

1984年ごろ，SYNTRANと称する DS-3（44.736 Mbit/s）

に同期多重する方式が別途提案されていた．富士通は結

果的にベルコアと共同で SYNTRAN開発に参画すること

になった．北米におけるネットワークの標準化団体であ

る T1.X1委員会にも，富士通の北米子会社（FNC）を通じ

て積極的に参画し，情報の提供並びに収集にあたった，

　国際標準化委員会である CCITT（現 ITU-T）においては，

北米，日本，欧州とそれぞれ異なるディジタルハイヤラー

キーを，整合性を確保しながら一つの標準にまとめ上げる

べく，参加者全員で注力していた．結果は，155.52 Mbit/s

にマッピングする案に統一され，具体的なマッピングス

キームが決められた．

　富士通は，それ以前に，ベルコア提案の 155.52 Mbit/s

に 13行マッピングする案に従い，既にプロトタイプマ

シーンの試作を完了していたが，国際標準化の流れが

155.52 Mbit/sに 9行マッピングする案にまとまるや否

や，急遽，新標準案に準拠したマシーンに作り直しベル

コアの評価に堪えるものとして提供した．また測定器メー

カーと協力し，標準化作業では埋め切れていない細部に

ついて，ベルコアと詳細に詰めの作業を行った．

　そして1988年に SONET Phase 1（150 Mbit/s，ポイン

トツーポイント） システムとして，パス切換機能をもつ

FLM‐50/150 TRMを世界に先駆けてユーエスウェスト

（US WEST）に納入し，次いで他の BOCへの拡販を進め

ていった．

SONETシステムの本格的立上げ

　CCITTにおいては，ポイントツーポイントシステム

に引き続き，Add Drop Multiplex（ADM）機能や Cross 

Connect（X-C）機能をより充実したシステム実現のため，

SONET Phase 2（Ring ADM）の標準化作業が進められて

おり，富士通も北米の顧客からの強い要望も受け，Phase 

2仕様の製品化に向けて取組みを開始していた．

　日本国内においても，1986年ごろから，NTTを中心に

通信機メーカー各社により“新同期システム”の呼称のも

とに，高速同期化技術と同期伝送網アーキテクチャの検

討が進められていた． 

　1988年に，標準化作業の進展を受け NTTから“新同期

システム”（Mod-A，Mod-B，Mod-Cの 3種同時）の導入

が発表され，本格的なシステム開発が始められた．150 

Mbit/s，600 Mbit/s，2.4 Gbit/s仕様の詳細な検討が進む

につれ，開発の規模が当初の見込みに比較してはるかに

膨大なものに膨れ上がることが判明した．例えば，LSIの

開発規模にしても，数千ゲートで済んでいたものが，20

万ゲートのものを同時に 10数種類開発する必要に迫られ

た．また，ファームウェアの規模も 30万ステップと，従

来の約 30倍に膨れ上がっていた．

　そのため，従来の設計，製造，検証等の開発手法では

対応が困難と分かり大きな変革を余儀なくされることに

なった．すなわち，① LSIの設計は全面的にコンピュー

タシミュレーションに頼ること．②そのためのシミュレー

ション用の CADの高度化を図ること．③シミュレーション

用のコンピュータの処理能力を確保すること．④ LSIの

設計要員を確保すること．⑤大幅に膨れ上がったソフト

ウェア開発の要員を確保すること．⑥専任のベテラン工

程管理者による，ハードウェア，ソフトウェア分担開発

の同期化を実現すること，等の方針のもと，いくつかの

大きな手を打った．

　北米の SONET Phase 1を立ち上げた部隊を，約 1年

間にわたり“新同期システム”開発部隊に編入し，SONET

のノウハウの伝授とシステム設計の強化を行った．また，

LSI設計人員の強化には，既に開設していた LSI設計に特

化したグループ会社から多数の応援を得，事業部，研究

所の LSI設計のリーダーたちのもとに配置し，複数の LSI

の並行開発にあたらせた．当時の LSI設計のシミュレー

ションは，主に大型コンピュータを TSS（time sharing 

system）で使用する形態をとっていたが，シミュレーション

の TAT（turn around time）を短縮するには，CPUリソー

スの拡大が必須であった．このため，たまたま沼津工場

に出荷待ちでストックされていた，最新鋭のコンピュー

タ 2台を優先的に我が方に回してもらった．このお蔭で，

TSSによるシミュレーション処理レスポンスが，以前は

1週間ほどかかったものが，前日夜に投入すれば翌朝には

結果が出るまでに改善され，開発効率を劇的に向上させ

ることができた．同時に，シミュレーション用のソフト

ウェアも順次拡充され，CAD端末の充実と相まって短期

間での開発にようやくめどをつけることができた．ファー

ムウェア開発についても，それに特化したグループ会社

の全面的な応援を得，LSIとほぼ同期して開発することが

できた．

　システム全体の機能試験は，実機に頼らざるを得なかっ

たが，LSIやファームの問題ではなく，オペレーションシ

ステムとインタフェースするソフトウェアのデバッグに
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長期間を費やすことになった．システム試験の最終段階

では，NTTの御担当の方に工場の現場まで来て頂き，特に，

ネットワークとのインタフェースにかかわる仕様上の問

題の有無を確認頂いた．

　最終的には，155 Mbit/s，600 Mbit/s，2.4 Gbit/sの“新

同期システム”全シリーズと，ディジタル専用線サービス

対応の 150 Mbit/s，600 Mbit/sのシステムを含め，他社

に先駆けて予定納期どおりに所期の性能を満たして納入

することができた．

　採用された光デバイスも，1.31 µmシングルモード

DFB-LD ［5］や，三元化合物半導体 APD受光素子［6］等，

600 Mbit/s，2.4 Gbit/sシステムの高性能化に必須なもの

を急ぎ開発し間に合わせた．

　他方，北米向けの SONET Phase 2対応の機器（Ring 

ADM）の開発も急を告げていた．競合各社は Phase 1で

の出遅れを一気に挽回すべく，Phase 2対応機器の納入

を，BOC各社に約束をし始めていた．

　そのため，“新同期システム”納入のめどが立った時点

で，NTT向けに振り向けていた北米開発要員を，急遽 

Phase 2開発に戻し，“新同期システム”開発の経験をフル

に生かした開発体制を作り上げた．

　一方，北米顧客の要望に的確にこたえ，かつ富士通側

の開発リソースとのバランスをとる上で現地採用の米国

人スタッフたちが大いに活躍した．すなわち，過去の顧

客との良好な関係を生かし，きめ細かく折衝を重ね，機能・

性能面で，顧客の優先順位を確認し製品を段階的にレベル

アップしていくことで，顧客満足度を保持しながら開発リ

ソースの平準化を図ることができた．その結果，競合他

社に先がけて，約束どおりに BOC各社に納入することが

でき，富士通の OC-3（optical carrier-level 3），OC-12，

OC-48の 3階層リング ADMアーキテクチャが de facto 

standardとなった（図 5）．

　ネットワークへの SONET Phase 2 対応機器の導入が

拡大するにつれ，リングネットワークのきめ細かい監視・

管理が必要になったため，キャラクタベースのクラフト端

末に代わり，GUIを駆使したWSベースのマネジメント

システム（NMS）の開発が急がれるようになっていた．こ

のため，カリフォルニア州サンノゼに展開していたソフ

トウェア開発グループを動員して，FLEXR Plus と称する

NMSを SONET Phase 2 対応機器と合わせて開発・納入

した．その後，顧客のネットワーク管理ツールの重要な一

部を担うまでに至り，機器の納入とともに対応する NMS

の導入も拡大していった．こうして 1993年末にはパシ

フィックベルを除く 6RBOCに SONET Phase 2 システ

ムの第 1ベンダーとして参入を果たすことができた．

1996年の通信法改正によるインパクト

　この改訂は，インターネットによる新しいメディアの

誕生に備えて，それまで全米を 169の境界地域（LATA：

Local Access & Transport Area）に分けた長距離通信事

業者と RBOCの規制を若干緩やかなものにして，それぞ

図 5　10年間で 1兆円を売り上げた SONETシリーズ

（ a）  FLM-150ADM（OC-3）

（ b）  FLM-600ADM（OC-12）
（ c）  FLM-2400ADM（OC-48）
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れの事業者のビジネスエリアを実質的に拡大し，新しいビ

ジネスを創り出すためのものであった．すなわち，RBOC

側は長距離通信事業者に対し，直接加入者へのアクセス

を認める代わりに，それまで長距離通信事業者が専有し

ていた LATA間通信の領域にその事業エリアを拡大できる

ことになった．

　このため，RBOC市場を中心に拡大してきた富士通

のビジネスエリアも必然的に拡大することになり，ちょ

うど，長距離大容量伝送の切り札として開発されてきた

高密度波長多重伝送技術（DWDM）［7］や広帯域光増幅器

（EDFA）［8］の採用により，伝送容量の限界も一挙に打破

されるようになった．

　その後，この新しいビジネス機会を生かすべく 1000社

を超える新興の通信事業者が生まれ，膨大な仮の需要予

測に基づいた ITバブルの流れに乗って，長距離，メトロ

両分野で伝送容量拡大のための投資競争が行われ，あり

余るダークファイバの増大とともに，空前絶後の伝送容

量の余剰状態が出現した．

むすび

　そして，2000年前後に始まった ITバブルの崩壊の

中で，通信バブルの崩壊も突然のように起こってきた．

RBOC市場においては，長距離通信事業者ほどの過剰な

投資は行われていなかったが，それでも急減速は否めず，

通信機器メーカーはこぞって未曾有の大不況に直面する

ことになった．度重なるリストラと経営破たんの中で，在

庫調整のための値引き販売が始まり，市場規模が縮小，市

場価格も直近の何分の一かに低下し，5年経過してもなか

なかもとの水準に戻りそうにない．

　しかしながら，通信ネットワークは常に社会のインフ

ラとして重要な役割を担っており，技術革新のための開

発投資は苦しい中でも続ける必要があろう．筆者が北米

市場を目指して旗を振った時期は，ちょうど通信政策の

大転換と何年も続く円高の時代が重なっていた．その中

で幸いにも確かな果実を得ることができたのは，将来に

おいて他に先んずる施策と技術の革新によるコストダウン

が王道との考えのもとに，常に顧客の立場に身をおいて

判断することに徹しきれたからだと思う．

　幸い，ネットワークへの投資が少しずつ上向く気配が

感じられるが，市場の新しい期待に，どのような技術革

新をもってこたえられるかが次の大きな課題であろう．

　次の世代の皆さんの創意・工夫と頑張りに期待したい．

（おことわり）文中 SONET Phase 1，SONET Phase 2 という
表現を使っているが，これは正式な業界用語ではなく，ネット
ワークの運用やシステム開発の上で非常に大きな技術的差異が
あったので便宜的に分けたものである．
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  概況報告

 東京工業大学　山岡克式

　 国 際 会 議 Globecomは，IEEE Communications Society

（Comsoc）が主催する 16の主要な国際会議の中でも，ICC

（IEEE International Conference on Communications）と並
び，Comsocの Flag Ship Conferenceに位置づけられている，
歴史と伝統のある会議である．本年で記念すべき 50回目を
迎えた Globecom2007は，米国ワシントン DCのヒルトンワ
シントンホテルにて，2007年 11月 26日から 30日の 5日間，
盛大に開催された．
　Globecom2007は，最新の研究成果が発表される 163のテ
クニカルセッションに加え，8の基調講演，22のチュートリ
アル講演から構成され，また，本会議の関連ワークショップ
も 7，併せて開催された．
会議概況

　会議は，初日である 26日及び最終日 30日に，チュートリ
アル講演とワークショップが企画され，また会議 2日目から
最終日にわたって連日，基調講演や様々なテクニカルセッ
ションが終日行われた．
　併催のワークショップは，下記の七つが開催された．
　・ IEEE Workshop on Automotive Networking and 

Applications （AutoNet 2007）
　・ International Workshop on Distributed Autonomous 

Network Management Systems

　・ IEEE Workshop on Enabling the Future Service-

Oriented Internet

　・ Workshop on Security and Privacy in 4G Networks

　・ IEEE Workshop on Service Discovery and Composition 

in Ubiquitous and Pervasive Environments （SUPE’07）
　・ IEEE Workshop on Wireless Mesh and Sensor Networks

　・ International Workshop on Optical Networking Tech-

nologies

　全員参加（plenary）のイベントとして位置づけられた基調
講演は，27日，28日，29日の 3日間にわたって毎朝，合計
6件実施された．また，これとは別に，Globecom開催 50周
年記念講師として，現在のインターネットの基本技術である
パケット通信を発明し，かつ，世界初のコンピュータ通信を
ARPANET構築の過程で実施した，Leonard Kleinlock教
授の，いまだ若々しく現役かつユーモアな基調講演が行われ
た．世界初のコンピュータ通信はたった 2文字“lo”であった，
という体験者自身が語る当時のエピソードは，それから数十
年経過した現在聞いても，非常に説得力のある興味深い内容
であった．
　テクニカルセッションは，大きく下記の 10のシンポジウ
ムで構成され，ポスターセッション 11を含む合計 175セッ
ションが実施された．
　・General Symposium

　・Ad-Hoc and Sensor Networking

　・Communication Theory

　・Internet Protocol

　・Multimedia Communications, Software and Services

　・Optical Networks and Systems

　・Performance Modeling, Q0S and Reliability

4th IEEE Consumer Communications and 
Networking Conference（CCNC 2007）通信ソサイエティマガジンでは会員の方々に関係する国際会議について，

会議の一般的な概要報告ではなく，会議に見る研究・技術開発のトレン
ド，諸外国・諸機関の動向，今後の展望などを，執筆者の個人的な見解
を含めて提供します．会員の方々にとって，新しい分野・異分野へのチャ
レンジあるいは学際領域との交流などの参考にして頂ければ幸いです．

（編集委員会）
報告

国
際
会
議

50th IEEE Global Communications 
Conference（Globecom2007）
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　・Signal Processing

　・Wireless Communications

　・Wireless Networking

　このように，Globecomでは，Comsocの Flag Ship Con-

ferenceにふさわしく，通信の広い分野を網羅的に取り扱っ
ている．しかし，その発表件数の内訳は，無線通信に関する
シンポジウム 46セッション（うちポスター 3）をはじめとし
て，アドホック及びセンサネットワーク 24セッション（うち
ポスター 2），無線ネットワーク 22セッション （うちポスター
2），など，無線関連のシンポジウムだけで全体の 6割を占め，
更にこれら以外のセッションでも無線関連の研究発表が頻繁
に見られるなど，無線分野の研究が現在極めて盛んであるこ
とを，改めて実感するプログラム内容であった．これらのセッ
ションのうちいくつかについては，その詳細や技術動向，会
場の雰囲気などを，各分野の専門家の方々による以降の報告
記事を，御参照頂きたい．
　また，中日に当たる 28日夕方には，Globecom開催 50周
年の記念式典が催された．この記念式典は，当日会場で配布
されたプログラムでは，基調講演のほかに，事前に募集した
Globecomに関するトリビアコンテストの結果披露など，50

周年記念にふさわしいイベントが計画されていたようであ
る．しかし，実際には進行が予定されたタイムスケジュール
どおりには全く進まず，基調講演や簡単なパネル討論など予
定の前半を消化した時点でほとんど式典の予定時間が過ぎて
しまい，一気に最後に予定されていたマーチングバンドの演
奏に進んでお開きとなってしまった．その結果，トリビア披
露など途中のイベントはすべてカットされてしまい，せっか
くの 50周年記念式典にはふさわしくない，全くお粗末な内
容となってしまった．なお，このほかにも，Globecom2007

のテクニカルセッションプログラムが会期直前（開催の約 1

週間前）までホームページで公開されない，会場で配布され
たプログラムが不親切でどの時間帯にどのセッションを開催
しているのかさっぱり分からない，など，様々な点で，50

周年にふさわしくない運営上のお粗末さが目についたのは，
非常に残念であった．
　なお，次回の Globecom2008は，2008年 11月 30日から
12月 4日の 5日間の日程で，米国ルイジアナ州ニューオー
リンズで開催される．

   スイッチ／ルータ設計に
  関する動向

 （財）九州ヒューマンメディア創造センター　田村　瞳

　本セッションでは，エントリ数が数万オーダの転送表を有
するルータにおけるあて先 IPアドレス検索処理時間を減少
させるためのルータ設計，数百オーダのホストを収容するよ
うな L2ネットワークのためのスイッチ設計等，大規模ネッ
トワークを対象とした機器設計に関する研究が盛んであると
感じた．また，目新しい分野としては，ネットワーク機器の
電力消費量を抑制するためのレイヤ 2スイッチの省電力化に
関する研究やネットワークプロセッサを利用した QoS 

（Quality of Service）保証についての報告があり，合計 6件
の口頭発表が行われた．
ルータにおける最長一致アドレス検索に関する研究

　大規模ネットワークにおけるルータ転送表のアドレス検索
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図 1　Globecom 50周年記念式典会場の様子



処理遅延を短縮するための取組みが 2件報告された．高価で
高消費電力を伴う TCAM （Ternary Content Addressable 

Memory）ベースのあて先 IPアドレス検索とは異なり，
RAM （Random Access Memory）ベースの最長一致プレ
フィックス検索は安価に実現可能だが，二分木検索を利用し
ているために，最短でも 32メモリアクセス時間を要する．
そこで，安価で実現可能な RAMベースの最長一致プレ
フィックス検索の改善を目的として，R. Rojas-Cessa, L. 

Ramesh, Z. Dong, L. Cai, N. Ansari, “Parallel-search Trie-

based Scheme for Fast IP Lookup”では，並列検索による検
索時間の短縮のためにプレフィックス長ごとに異なるメモリ
ブロックに格納するような二分木の改良，L. Peng, W. Lu, L. 

Duan, “Power Efficient IP Lookup with Supernode 

Caching”では，全二分木を数レベルのスーパノードに集約
しスーパノードに検索キャッシュを配置するような二分木検
索の改善手法が提案され，双方ともに実装評価によりアドレ
ス検索性能の向上が示された．
プログラマブルルータにおけるQoS保証に関する研究

　D. Ficara, S. Giordano, M. Pagano, F. Vitucci, F. Rossi, 

“AMBER Sched：An Analytical Model BasEd Resource 

Scheduler for Programmable Routers” では，マルチプロセッ
サ，マルチスレッドアーキテクチャを実装したネットワーク
プロセッサ（Intel IXP2400 NP）を想定して，チップ内で異な
るフローに対する異なるパスを提供するような資源割当が提
案された．遅延に関する転送要求が異なるパケットフローに
対してパケット処理時間の Predictorを算出し，スレッドご
とにパケットを割り当てるためのスケジューリング方法を検
討し，シミュレーションにより評価した．
大規模イーサネットにおける自動構成に関する研究

　大規模な有線ネットワークにおける自動構成においてホス
トの位置を取得するために制御パケットをブロードキャスト
することが一般的だが，トポロジーにループが存在する場合
のブロードキャストストーム問題に対処する必要がある．そ
こで，H. Jang, N. Leelathakul, H. S. Kim, “Hierarchical 

Self-configuration of Large-scale Ethernet Networks”では，
管理用にホスト同士，スイッチ同士をそれぞれ論理的に接続
したリングトポロジーを構成し，それらのリングを階層的に
論理接続して，管理パケットのブロードキャストストーム問
題をするためのアーキテクチャを提案した．更に，このリン
ク状の制御トポロジーを利用した DHCPの拡張として，有
限の IPアドレスの自動割当や効率的な利用方法を提案し，
固定ホストに加え，ホストの移動にも対応したアーキテク
チャを検討している．シミュレーション結果より，340台程
度のホストで構成されたネットワークにおける管理パケット
数，ネットワーク構築遅延，転送テーブルサイズ，リンク利
用率，データパケット転送遅延，アドレス利用効率すべてを
改善することが示された．
レイヤ 2スイッチの高速スイッチングに関する研究

　W. Olesinski ,  H. Eberle,  N.Gura,  “OBIG：The 

Architecture of an Output Buffered Switch with Input 

Groups for Large Switches”は，数百ものポートを有する大
規模ネットワーク向けシングルステージスイッチにおいて，
チップ同士をボンディングワイヤではなく Proximity 

Communication （接触通信） により接続した OBIG （Output 

Buffered Switch with Input Groups）アーキテクチャを提案
し，フロー制御やスケジューリング方法を提案している．こ
のアーキテクチャでは，大きいクロスバーチップ一つに依存
せずに，小さいいくつかのクロスバーチップに分割すること
で，チップ当りのメモリ量を減少でき，更にシンプルなスケ
ジューリング方法によるフローコントロールが実現できる．
このアーキテクチャの実装により，256ポートスイッチで，2.5 

Tbit/sもの帯域幅を実現できることが示された．
レイヤ 2スイッチの省電力化に関する研究

　ネットワーク機器の設置台数の増加に伴いそれらの消費電
力が急増しているため，転送パケットが存在しない場合に機
器を省電力状態に遷移させる省電力化手法（Immediate Sleep 

Model）が提案されている．しかし，省電力状態から稼動状態
に遷移するときの突入電流が回路を破壊するおそれがあるた
め，過度に省電力状態に遷移することは好ましくない．そこ
で我々は，H. Tamura, Y. Yahiro, Y. Fukuda, K. Kawahara, 

Y. Oie, “Performance Analysis of Energy Saving Scheme 

with Extra Active Period for LAN Switches”で，転送パケッ
トが存在しない場合にある一定時間だけ稼動状態を保持し，
その間もなおパケットが到着しない場合のみ省電力状態に遷
移する EAP （Extra Active Period）モデルを提案し，待ち行
列解析により省電力効果とモード遷移回数を示した．
　以上のとおり，有線ネットワークのみに着目した研究に関
しては，大規模なトポロジー構造と多様なトラヒックの収容
が重要であるために，制御方法や評価内容が複雑になってい
る．また，今回の会議では，無線系セッション，特に
Cognitive Radio/Networksに関するセッションが盛んであ
り，有線ネットワークの研究に関する感心が少なくなってお
り，参加者も質問件数も少なく盛り上がりに欠けているよう
に感じた．しかし，我々が報告したように，トラヒックのみ
ならず他の制約条件（ここでは省電力）を考慮したスイッチや
ルータ設計については，重要と感じており，今後も継続して
提案・評価する予定である．

   ルーチングプロトコル関連
   セッションの動向

 大阪大学　大崎博之

概　　要
　本報告では，Globecom2007の IP （Internet Protocol） シン
ポジウムにおけるルーチングプロトコル関連セッションの動
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向を報告する．
セッション概要

　センサネットワークにおける大きな制約の一つは電力であ
る IPシンポジウムにおけるルーチングプロトコル関連の
セッションは 「D03：Routing Protocol」であり，6 件の口頭
発表が行われた．セッション会場には，30～ 40 名程度の聴
講者が参加していた．執筆者が参加した他のセッションと比
較しても，本セッションでの質疑応答は非常に活発であり，
ルーチングプロトコルに対する参加者の関心の高さがうかが
われた．
主要トピック

　インターネットのルーチングプロトコルは，AS

（Autonomous System）内のルーチングを行う IGP（Interior 

Gateway Protocol）と，AS間のルーチングを行う EGP

（Exterior Gateway Protocol）に分類される．IGPとしては，
リンクステート型のプロトコルである OSPF（Open 

Shortest Path First）が代表的である．一方，EGPとしては，
パスベクトル型の BGP（Border Gateway Protocol）が代表
的である．
　本セッションでは，IGPに関する研究発表が 3件，EGP

に関する研究発表が 2件，IGPと EGPの両方に関するドメ
イン間ルーチングの研究発表が 1件行われた．IGP，EGP

ともに研究の対象となっているが，それぞれ違った視点から
研究が進められている．
　以下，本セッションの動向とともに，執筆者が興味深いと
感じた研究発表の概要を紹介する．
　QoS （Quality of Service）ルーチング
　IGPに関しては，QoSルーチングに関する研究が中心で
あった．QoSルーチングとは，経路の到達性だけではなく，
経路の QoS（帯域，遅延など） も併せて実現するルーチング
である．QoSルーチングはアルゴリズムの問題としても興
味深いため，QoSルーチングに関してはこれまでも数多く
の研究が行われてきた．本セッションでは，理論的な研究が
先行している QoSルーチングの研究を，より実用に近づけ
るための取組みが報告されていた．
　例えば，Kumarらの “S-OSPF：A Traffic Engineering 

Solution for OSPF based Best Effort Networks”では，現在
広く用いられている OSPFを拡張することにより，ベスト
エフォート型のネットワークでトラヒックエンジニアリング
を実現する手法を提案している．
　また，Xueらの “Multiconstrained QoS Routing：Greedy 

is Good”では，実用的な QoSルーチングアルゴリズムを提
案している．ここで対象としているのは，複数の加算的な
QoS制約を満たす（各リンクには複数の QoSパラメータが与
えられており，パスを構成するすべてのリンクの，それぞれ
の QoSパラメータの和が制約条件を満たす） 経路を発見す
るという QoSルーチングの問題である．このような QoS

ルーチングの問題は NP完全である．本研究では，単純な近
似アルゴリズムによって，実用的な精度のルーチングが可能

であることを示しており，非常に興味深い．
耐障害性・エンドツーエンド性能

　一方，EGPに関しては，ルーチングプロトコルの耐障害
性に関する研究が中心であった．障害発生後に，BGPの経
路が不安定性となる問題や，経路計算の収束に時間がかかる
という問題は広く知られている．これまで，BGPの経路安
定性を向上する手法や，経路計算の収束を高速化する手法の
研究が数多く行われてきた．これまでは，ルーチングプロト
コルの収束速度といった，ネットワークレベルの性能指標が
用いられてきた．本セッションでは，ネットワークレベルの
性能指標では不十分であり，エンドツーエンド性能（スルー
プット，パケット棄却率，伝送遅延）といった，ユーザレベ
ルの性能指標を用いてルーチングプロトコルを評価すべきで
あるという報告がなされていた．
　例えば，Sahooらの “Improving Packet Delivery Perfor-

mance of BGP During Large-Scale Failures”では，シミュ
レーション実験により，ネットワークレベルの性能指標であ
る収束速度を向上することは，必ずしもエンドツーエンドの
パケット棄却率の低下にはつながらないことを示している．
また，GF（Ghost Flushing）や SI （Speculative Invalidation）
といった BGP の改良は，エンドツーエンドのパケット棄却
率を逆に増加させてしまう場合があることも示されている．
　Wangら の “Measuring the Contributions of Routing 

Dynamics to Prolonged End-to-End Internet Path Failures”

では，テストベッドの計測結果から，ネットワークのふくそ
うとルーチングのダイナミックスのどちらが，持続的なエン
ドツーエンドのパス障害の原因となっているかを調査してい
る．その結果，ルーチングのダイナミックス（特に，BGPの
不安定性）が，持続的なエンドツーエンドのパス障害に大き
な影響を与えていることを示している．

   Globecom2007における光ネット
ワーク関連セッションレポート

 （株）KDDI研究所　矢崎智基

　本国際会議における光ネットワーク関連技術の講演は，
“Optical Network and Systems Symposium （ONSS）”とし
てまとめられ，以下に示す九つのセッションに分かれて実施
された（括弧内の数字は発表件数）．1. Optical Access 

Networks （6）， 2. Free Space Optical Network and Optical 

Burst Switching （6）， 3. Multipoint Optical Communication 

（5），　4. Optical Network Control （6）， 5. Optical Network 

Survivability （6）， 6. Optical Network Dimensioning and 

Provisioning （6）， 7. Optical Switching （6）， 8. Optical 

Communications （6）， 9. Topics in Optical Networks and 

Systems （Poster session） （7）．
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　全 54件の発表のうち，大学からの発表は 49件，企業から
の発表は 5件であった（地域別では，アメリカ・カナダ：23件，
アジア（日本含まず）：15件，ヨーロッパ：7件，日本：7件）．
大学からの発表が 9割近くを占め，理論を中心とした内容が
多いため，すべてのセッションは非常にアカデミックな雰囲
気であった．そのため，理論・シミュレーション結果をもと
に，新しいアイデアを発表する場としてはふさわしいと感じ
られた．論文採択率は例年どおり 30～ 40%であり，査読者
は，新規性や質が高い論文を求める傾向にあるように思われ
た．　
　セッション会場には，常に 20～ 30人程度の聴講者がおり，
質疑応答では専門分野の研究者との深い議論がなされてい
た．会場は 60～ 70人が収容できる規模で，雰囲気は電子情
報通信学会の研究会と類似しており，海外の研究者と交流を
深めるためには非常に適した国際会議と思われた（図 2は
Multipoint Optical Communicationセッションの様子）．
　採択論文の傾向や会場の雰囲気などにかんがみると，本国
際会議の光ネットワーク関連のセッションには，理論・シミュ
レーションを中心とした研究を進めている大学の博士課程の
学生や，企業の若手の研究者の参加が特に適しているように
思われた．一方， “MARIN：Demonstration of a Flexible 

and Dynamic Metro-Access Integrated Architecture” の論
文タイトルで，メトロ・アクセスを統合したネットワークテ
ストベッドの特性に関するシミュレーション，並びに実験結
果の発表を行ったスタンフォード大学のような実証実験に関
する研究成果の発表を行うと本国際会議における注目度は向
上すると思われた．
　今後も歴史のある本国際会議における日本の研究機関のプ
レゼンス向上のためには，2008年度もこれまで以上に多く
の大学・企業の参加が望まれる．

   Cooperative Communicationsに
関する動向

 日本電信電話株式会社　滝澤　允

　Cooperative Communicationsは，セルラネットワークや，
アドホックネットワーク・センサネットワークなどの無線
ネットワークにおいて，通信効率を向上させる技術である．
この技術に通信路符号化を組み合わせた研究が盛んに行われ
ている．Globecom2007では，Cooperative Communications 

and Codingと題するセッションが三つ組まれており，この
ことからも近年注目を集めている分野であることが分かる．
筆者は 2セッションに参加したが，ともに聴講者数は 40～
60名ほどであり，短い時間の中でも活発な議論が交わされ
ていた．発表内容は，先行研究に対する改良がほとんどを占
めており，詳細な方式検討や性能分析が報告されていた．
　Cooperative Communicationsは，無線通信において送信
ノードからあて先ノードの間に存在するノード（中継ノード）
に通信を中継させることで通信効率を向上させる．送信ノー
ドに加えて，一つまたは複数の中継ノードからの送信によっ
て，空間的な送信ダイバーシチ効果が得られる．現在までに
提案された方式は，AF（Amplify-and-Forward）と DF

（Decoded-and-Forward）に大別される．AFでは，中継ノー
ドは受信した信号を復号せずにそのまま増幅して転送する．
雑音成分も増幅されるが，複雑なハードウェアを必要としな
い．一方 DFでは，中継ノードは信号を復号して，正しく復
号された場合に受信したデータをあて先ノードへ転送する．
これらに通信路符号化を組み合わせることで，BERの改善
など更なる通信効率の向上が期待できる．以降でいくつかの
発表を紹介し，最後に所感を述べる．

Relay Selection for Low-Complexity Coded Cooperation

　この発表では，AFや DFとは異なる Demodulate-and-

Forward方式に通信路符号化を組み合わせた方式と，複数
のノードから最適な中継ノードを選択する方式を提案してい
る．中継ノードは受信した信号の復調（demodulation）までを
行い，パリティビットを付与して転送する．この方式の利点
は，DF方式に必要な複雑なハードウェアを必要としないこ
とと，状況に合わせて符号レートを変更し通信効率向上を図
れることである．また本論文では，BERを最小化するノー
ドを最適な中継ノードと定義し，中継経路の相互情報量を用
いた中継ノード選択手法を提案している．

A Cluster-based Multicast Cooperative Networks

　本論文は，複数ある中継ノードをクラスタに分類し，クラ
スタ単位で中継させる方式を提案している．中継経路から受
信したデータをあて先ノードで正しく復号するために，経路
のチャネル状態の情報が必要である．チャネル状態には，各
ノードがもつローカルな情報とその情報を総合したグローバ
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　ルな情報とがある．ネットワーク内のすべてのノードがあて
先ノードとなる可能性がある場合，全ノードがローカル情報
を配信し，各ノードは受信したローカル情報からグローバル
情報を構成する．ここで，この研究ではクラスタリングを行
うことで，ローカル情報配信にかかるオーバヘッドを低減さ
せている．
　各セッションを通じて気になった点は，既に知られたこと
であるからかもしれないが，どのようにその技術が役に立つ
のかの説明がなかったことである．技術的にはネットワーク
の特徴を生かした通信路符号化方式を組み込んでおり，非常
に興味深い研究である．また，Cooperative Communications

は， Network codingの分野など関連分野は広いと考える．も
とは既に提案されていた通信路符号化方式からその適用技術
として研究が進められており，今後どのような方向に向かい，
どのような場合により有効となるのかを注目していきたい．

   協調・協力通信ネットワークの
研究動向

 静岡大学　石橋功至

　近年，無線端末同士が協調・協力することで，より高品質
な通信を実現する協調・協力通信ネットワークが注目を集め
ている．今回の Globecom2007でも，協調・協力通信ネット
ワークに関する研究発表は非常に多く，会議の初日から最終
日まで途切れることなくセッションが開催されることとなっ
た．内訳としては Communication Theoryシンポジウムで
二つ，Signal Processingシンポジウムで二つ，Wireless 

Communicationシンポジウムで五つのセッションがそれぞ
れ開催された．また，Ad Hoc and Sensor Networkingシン
ポジウムにおいても，協調・協力通信ネットワークと名打っ
たセッションこそないものの，関連の研究が散見された．し
かしながら，関連すると思われる研究が異なるセッションで
パラレルに発表されるケースがあり，すべての研究を把握す
ることが困難であったことが非常に惜しまれた．また，様々
なセッションに発表が分散してしまったことで，研究者同士
の活発な議論を阻害する結果となってしまったことも，若干
残念であった．筆者はWireless Communicationシンポジウ
ムのセッションを中心として聴講した．どのセッションも聴
講者は多く，活発な議論が交わされており，本研究分野の活
発さ，注目の高さをうかがわせた．
　協調・協力通信ネットワークの研究における全体の傾向と
して，実際的な設計における問題に対して理論的な観点から
解析を行い，議論を加えているものが多く見られた．例えば
H. R. Bahrami and T. Le-Ngoc, “Relay Selection and 

Distributed BLAST in Multi-antenna Cooperative 

Networks,”（WC11-3）では，Amplify-and-Forward （AF）タ

イプの協力通信において Diversity-Multiplexing Tradeoffの
観点から協力端末数の最適化を行うと同時に，協力端末の選
択法に関しても議論しており，非常に示唆に富んでいた．K. 

S. Gomadam and S. A. Jafar, “Optimal Distributed Beam-

forming in Relay Networks with Common Interference,”

（WC-25）では，AFを用いたマルチホップ通信において一般
的に発生する相関性雑音がその特性に与える影響を解析して
おり，雑音の相関がたとえ未知であっても特性改善に寄与す
るという非常に興味深い結果を示していた．また，端末間の
正確な時間同期を必要としない協力通信方式や，遅延検波を
用いることで端末における通信路推定や正確な周波数オフ
セットを不要とした協力通信方式など，協調・協力通信を実
現する上で大きな障害となっている種々の問題を考慮した研
究が着実に増えているという印象を受けた．一方で，協調・
協力端末数の増加に伴うオーバヘッドや処理遅延の増加など
による伝送速度の低下は，いずれの研究においても考慮され
ておらず，今後MAC層以上の上位層まで考慮した理論解析
手法の構築が強く望まれるところであると考えられる．また，
認知無線（Cognitive Radio）において端末間の協調・協力に
よるセンシングを行う検討も見られ，「協調・協力通信ネット
ワーク」とは送受信における広範な意味での分散最適化問題
と考える動きが高まっているような印象を受けた（ただし認
知無線は，それ単体でも非常に多くのセッションが開催され
ていた）．
　近年，国内学会においても，協調・協力通信の研究発表は
活発に行われているが，Globecomにおける研究発表が理論
解析による最適解の探索，可能性の提示が主流であるのに対
して，国内学会では計算機シミュレーションのみに頼った特
性の評価が主流となっており，新しい視野を拓けるような理
論解析や議論は少なくなっているように思える．今後，更に
活発になっていくであろう本分野において日本から独創的な
技術を生んでいくためにも，安易な計算機シミュレーション
に頼らない姿勢が重要であると感じた．また，学生諸君や，
小生を含む若手研究者には，Globecomのような大規模な学
会への参加は多くを学べると同時に，研究のモチベーション
を高めるよい刺激になると思う．是非，常日ごろから高い志
をもち，国際会議での活発な研究発表を目指して頂きたいと
思う．

   無線MAC関連研究の動向

 日本電気株式会社　平野由美

無線技術トピック
　筆者は初めて Globecomに参加し，全体的にシンポジウム
に関係なく無線関連セッション・発表が多いことに驚いた．
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恐らく全体の半分程度が無線関連だろう．技術内容として，
無線 LANやWiMAXに用いられ無線の物理レイヤの変調
方 式 と し て 今 後 の 主 流 と な る “OFDM（Orthogonal 

Frequency Division Multiple）”とその多重化により伝送レー
トの高速化を実現する技術 “MIMO”や “cognitive radio （コ
グニティブ無線）”，  “cooperative network/communication” 

“Cross Layer”がキーワードとして挙げられる．無線システ
ムで分類すると，無線 LAN, WiMAX, 3G, UWBなどが見
られた．
会場の雰囲気

　パラレルで 10以上のセッションが開催されている中で，
無線関連セッションの聴講者数はおおよそ 20名と他のセッ
ションと比べて盛況だったように思う．質問数は一つの発表
につき 1, 2件程度で，議論自体はそこまで活発ではなかっ
た．発表者は学生が多く，企業の発表が少ないことが残念に
感じられた．
無線 LAN MAC研究動向

　無線 LANのランダムアクセス方式である CSMA/CAの
性能評価をマルコフ連鎖モデルにより行う研究が多く見られ
た．MACレイヤのみにとどまらず，PHYの伝送レート変
動や上位の VoIPを考慮したもの，TCPを考慮した発表も

あり，単独のレイヤだけではなく複数のレイヤを考慮した最
適化が必要であると感じた．
　これら性能評価の研究が多い中で，新しい提案方式も見ら
れた．“Multi-class QoS in 802.11 Networks using Gentle 

Decrease of Multiple Contention Windows”では，ネット
ワーク環境を反映して送信前の待機時間を調整して QoSを
実現するMACプロトコルの提案である．また，これとは全
く別に，MACプロトコルの提案 “Increasing the Through-

put of Wireless LANs Via Cooperative Retransmission”で
は，近隣の端末が再送するプロトコルを提案している．これ
らの提案は大学により行われており，deploymentや
feasibilityなどの検証は考慮されていない．無線 LAN研究
と商用化との間の溝を感じ，この辺が企業の研究が果たす役
割だと感じた．
　研究手法としては，シミュレーションや理論解析がほとん
どである．しかし， “The Snowball Effect：Detailing Perfor-

mance Anomalies of 802.11 Rate Adaptation”では，レート
変動によるシステムスループットの急減を実機による検証し
たもので，説得力のあるものであった．実機を使った評価を
行うことも重要なのではないかと感じた．

（平成 20年 2月 6日受付）
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解説

1．ま え が き

　我が国の世界最高水準のブロードバンド環境の普及，関連
するネットワーク技術の進展とあいまって，ワーク・ライフ・
バランスの実現，企業の生産性向上，更に，我が国が抱える
様々な社会的課題を解決するツールとして，今，まさにテレ
ワークの飛躍的な拡大が期待されている．
　政府では，2010年までにテレワーカーを就業者人口の 2

割とする目標に向けて，「テレワーク人口倍増アクションプ 

ラン」を策定し，テレワークの普及のための環境整備を政府
一体となって進めている．
　本文では，アクションプランに沿って総務省が実施してい
る実証実験等の施策を紹介し，併せて，ユビキタスネット技
術の進展によるテレワークがもたらす社会の変革について解
説する．

1.1　テレワークの定義・分類
　情報通信技術を活用した，時間と場所にとらわれない柔軟
な働き方であるテレワークは，就業者のワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）を図りつつ，個々人の意欲・能力
等を発揮することにより業務効率・生産性の向上を実現する
ものであり，その普及を通して，少子高齢化，再チャレンジ
機会の創出，地域活性化，環境負荷低減等の社会的課題の解
決に貢献できるものとして期待されている．
　テレワークは，企業等に勤務する被雇用者が行う雇用型テ
レワークと，個人事業者・小規模事業者等が行う自営型テレ
ワークに大別される．雇用型テレワークは勤務場所により，
在宅勤務（自宅を就業場所とするもの），モバイルワーク（施
設に依存せず，いつでも，どこでも仕事が可能な状態のもの），
施設利用勤務（サテライトオフィス，テレワークセンター，
スポットオフィス等を就業場所とするもの）に分けられ，自
営型テレワークは自営の度合により，SOHO（Small Office 

Home Officeの略．主に専業性が高い仕事を行い，独立自営
の度合が高いもの），在宅ワーク（主に他の者が代わって行う

ことが容易な仕事を行い，独立自営の度合の薄いもの）に分
けられる．

1.2　テレワーク推進の背景
　国立社会保障・人口問題研究所が平成 18年 12月に公表し
た将来推計人口（平成 18年中位推計）によると，総人口は
2004年にピーク（12,779万人）を迎え，2005年に人口減少
（12,777万人）に転じている．また，2005年の総人口に占め
る老年人口割合は 20.2％，生産年齢人口割合は 66.1％，年少
人口割合は 13.8％，2030年の同割合の推計値は，それぞれ，
31.8％，58.5％，9.7％，2055年には，それぞれ，40.5％，
51.1％，8.4％になると推計されている（図 1）．
　この結果，人口ピラミッドも変化し，65歳以上世代 1人
を支える 20～ 64歳世代が 2005年の 3.0人から 2030年には
1.7人，更に 2055年には 1.2人となると推計され，労働力，
世帯，地域等の「姿」も大きく変化する可能性が高い．
　こうした今後の人口構成の急激な変化の中にあって，活力
ある経済社会や家庭，地域社会を実現していく上で，個々人
の働く意欲，子どもを持ちたいという希望等にこたえつつ，
その能力を遺憾なく発揮し活躍できる多様で柔軟な働き方を
可能とする環境を速やかに構築していくことが不可欠となっ
ている．

1.3　テレワークの意義・効果
　人口構造の急激な変化により社会が大きく変わろうとして
いる中で，テレワークは育児・介護と就労との両立や高齢者・
障がい者等の就業機会の拡大を通して，個々人の意欲にこた
え，その能力を遺憾なく発揮し活躍できる環境を実現し，「出
産・育児」と「仕事」の二者択一を迫る環境の緩和や，労働力
人口減少のカバーに寄与できるものと期待されている．更に，
ワーク・ライフ・バランスの実現や地域での起業等を通じた
地域活性化の推進，通勤を不要とするため，例えば自動車通
勤で発生する CO2の排出量等の削減などの社会全体に様々
な効果を発揮するものと考えられている．
　また，少子高齢化時代における有能・多様な人材の確保，

内海正仁，藤本昌彦　総務省情報通信政策局

ユビキタスネット技術の進展と社会の変革
─テレワークがもたらすビジネス・ライフスタイル─
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図 2　テレワークの意義・効果

■ 少子高齢化対策の推進
・ 育児・介護と就労との両立が　　

容易に
・ 女性・高齢者・障がい者等の就業

機会の拡大

■  有能・多様な人材の確保、生産性の
向上

・柔軟な働き方の実現により，
有能・多様な人材の確保と流出
防止，能力の活用が可能に

■ ワーク ･ライフ ･バランスの実現
・家族と過ごす時間，自己啓発

などの時間の増加
・家族が安心して子どもを育て

られる環境の実現

■ 地域活性化の推進
・UJI ターン・二地域居住や

地域での起業等を通じた地域
活性化

■ 環境負荷軽減
・交通代替による CO2 の削減

等，地球温暖化防止への寄与

◇ 人口構成の急激な変化の中で，個々人の
働く意欲にこたえ，その能力を遺憾なく
発揮し活躍できる環境の実現に寄与

◇「出産・育児」と「仕事」の二者択一を迫る
　状況を緩和
◇労働力人口の減少のカバーにも寄与

■  営業効率の向上・顧客満足度の向上
・顧客訪問回数や顧客滞在時間

の増加
・迅速，機敏な顧客対応の実現

■  コスト削減
・スペースや紙などオフィスコスト
   の削減と通勤・移動時間や
   交通費の削減等

■  災害等に対する危機管理
・オフィスの分散化による，災害時
   等の迅速な対応

　人口構成の急激な変化やグローバル化が
進展する中で，企業の活力，生産性，国際
競争力の向上等に寄与
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図 1　 我が国の総人口と人口構造の将来設計（出典：厚生労働省社会保障審議会第 3回人口構造の
変化に関する特別部会（平成 19年 1月）資料）
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資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」，2010年以降は国立社会保障・
　　　人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 18年 12月推計）中位推計」
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解説

生産性の向上等は企業等にとっても喫緊の課題となってお
り，人口構造の急激な変化やグローバル化が進展する中で企
業の活力，生産性，国際競争力の向上等に寄与するものと期
待されている（図 2）．
　我が国では，ブロードバンド契約者数が 2,775万世帯（注 1）

に達し，FTTHについても 1,000万世帯を超えるなど，世
界最高水準のブロードバンド環境が整備されてきており，い
つでもどこでもテレワークができる時代がようやくやってき
た．まさに今テレワークの飛躍的な拡大が期待される．

2．テレワーク人口倍増に向けた施策の推進

2.1　テレワークの現状・目標
　平成 17年におけるテレワーカーの就業者人口比率は 10.4％
（テレワーク推計人口は約 674万人）である．米国は 32.2％（約
4,510万人），オランダ 26.4％，フィンランド 21.8％，スウェー
デン 18.7％，英国 17.3％，ドイツ 16.6％であることから，諸
外国と比較して普及が進んでいない状況である．
　このような状況から，政府においては，2010年までにテ
レワーカーを就業者人口の 2割とする目標を設定し，平成
19年 5月に「テレワーク人口倍増アクションプラン」を策定
し，政府一体となってテレワークの普及を推進しているとこ
ろである．
　アクションプランでは，テレワークに必要な条件・基盤整
備等，分野別普及推進施策，公務員テレワークの普及推進施
策の三つの柱を掲げて，計 36施策を実施することとしてお
り，政府が主体的にテレワークの普及のための環境整備を推
進する姿勢を明確にしている．

2.2　テレワークの普及促進のための実証実験の実施
　アクションプランに掲げられた総務省の施策の一つとして
テレワークに関する実証実験があり，平成 19年度において
は，国内の多くの企業等にテレワークを試行・体験頂く「テ
レワーク試行・体験プロジェクト」（厚生労働省との連携プロ
ジェクト）と，先進的なネットワーク技術を用いた安心・安
全なシステムを活用して，テレワークによるワーク・ライフ・
バランスの実現や，地域活性化・再チャレンジ機会の創出等
のモデルの検証・提示を行う「先進的テレワークモデルシス
テム実験」を行っている．実証実験の全体像は以下のとおり
である．

2.3　実証実験の基本コンセプト
　テレワークの普及促進のためには，なぜ今テレワークが注
目されているのか，テレワークをどのように活用したらよい
のかを理解頂くことが重要である．また，テレワークに用い
るシステムの構築にあたっては，セキュリティ対策などの技
術面だけでなく，業種・職種・性別・年齢等テレワークを実
施する企業や人への適用を考慮した運用面での実証も必要で
ある．
　上記のことを踏まえて，以下の基本コンセプトのもと実証
実験を行うこととした．

平成 19年度実証実験

【実験①】 テレワーク試行・体験プロジェクト（厚生労働
省との連携プロジェクト）

　公募により，約 100の企業・地方公共団体等が，11月
～ 1月の 3か月間，テレワークを試行・体験．

【実験②】先進的テレワークシステムモデル実験
　全国 5箇所で，11月～ 2月の 4か月間，先進的な技術・
システムを用いたテレワークシステムモデル実験を実施．
併せてテレワークの効果を提示・啓発．

テレワークの効果検証のコンセプト

　1．単にテレワークシステムのモデルを提示するだけでな
く，テレワークへの先入観や理解不足の解消につながる
よう，テレワークを試行・体験頂く機会の提供と，テレ
ワークによるワーク・ライフ・バランスの実現や，地域
活性化・再チャレンジ機会の創出など複数のモデルの提
示・啓発を行う．

　2．雇用型テレワークについては，ワーク・ライフ・バランス
の実現や離島勤務，育児支援等の効果と併せて企業経営
にもたらす効果なども検証する．

　3．自営型テレワークについては，地方公共団体や企業の
業務をテレワークを活用して自営型テレワーカーにアウ
トソーシングすることによる，発注者・受注者双方並び
に地域活性化等への効果を検証する．また，活躍が期待
される「地域テレワークエージェント（注 2）」の意義や効果
等についても検証する．

（注 1）：ブロードバンドサービス等の契約数（総務省，平成 19年 9月末）．
（注 2）：地域テレワークエージェントについて定まった定義はないが，
自営型テレワーカーと連携して，仕事の受発注・仲介，更には人材育成
支援，交流会の開催等による事業機会の拡大支援等の活動を展開してい
る企業・団体をおおむね指す．自営型テレワーカーに関する情報の提供，
自営型テレワーカーの営業力の弱さやマネジメントの実務経験不足の支
援，納品管理等の信頼性の確保など，企業等と自営型テレワーカーの円
滑な橋渡し役としても期待されている．

　雇用型テレワーク
 ●  IPv6活用型先進的テレワークシステム実験
　 地域フィールド：沖縄県浦添市及び石垣島（協力：民間企業） 
　

　自営型テレワーク
 ●   シンクライアント技術利用型テレワークアウトソーシン
グシステム実験

【モデル 1】地域フィールド：高知県全域（協力：高知県庁
及び地域テレワークエージェント（地元商工会及び
NPO等））　

【モデル 2】地域フィールド：神奈川県横浜市（協力：神奈
川県庁及び地域テレワークエージェント（障がい者支援
団体等））　　

【モデル 3】地域フィールド：岡山県倉敷市・岡山市（協力：
岡山県，岡山市，倉敷市，岡山 SOHOビジネス推進協
議会）

 ●    SaaS利用型テレワークアウトソーシングシステム実験
　  地域フィールド：沖縄県名護市（協力：民間企業）
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　上記のような基本コンセプトのもと，平成 19年 11月より
開始した各実証実験について以下に紹介する．

3．テレワーク試行・体験プロジェクト

　本プロジェクトは，総務省と厚生労働省との連携施策であ
り，社外にいながらあたかも手元に社内環境があるかのよう
に安全に業務をこなせるリモートアクセスシステムを用意
し，このシステムを用いて多くの企業等にテレワークを試行・
体験してもらうプロジェクトである（図 3）．

　総務省及び厚生労働省において全国公募を行い，応募の
あった企業（102社）及び地方公共団体（5団体）に 11月から試
行・体験をしてもらうこととなった．
　本プロジェクトで用いるシステムは，ブロードバンド・イン
ターネットに接続された自宅やサテライトオフィス等にある
パソコンに，本プロジェクトにて支給する個人専用 USB型
認証キーを差し込み，インターネット VPN方式による暗号
化された通信路を経由して，社内設置の自席パソコンまたは
社内システムにセキュアに接続するものであり，社内の自席
パソコンのリモートアクセス機能を用いて，情報処理はすべ
て社内パソコン側で行い，その処理結果の画面データのみを
自宅等のパソコンに転送することにより，情報漏えい等の危
険を回避する仕組みとなっている．
　また，テレワーカーは，手元端末から IP電話サービスサー
バに接続し，同サーバに接続する社内の人との発着信を可能
とする．
　なお，このようなリモートアクセスのシステムを実現する

　USB認証キーをパソコンに挿入するだけで，シンクライ
アントシステムとインターネット VPNを実現するシステム
を構築し，多数の企業や地方公共団体等において，安心・安
全で，安価・簡易にテレワークを試行・体験頂く機会を提供
する．

テレワークシステムの技術・運用検証のコンセプト

　1．利用者を認証した上で，インターネット VPNやシンク
ライアントシステム（注 3）等を利用して，各テレワーク拠点
の端末と企業等施設の端末や業務システムを接続し，自
宅等のテレワーク拠点の端末にはデータを一切残さない，
安心・安全，容易なシステムとする．

　2．Webデスクトップ（注 4）等の先進的な技術・システムを
用いて，セキュリティと利便性のバランスを確保しつつ，
円滑な業務遂行に資するシステムとする．

　3．技術検証のみならず，多くの企業や人の参加を得て，
運用面の検証も併せ行う．特に，利用者に対して，煩雑
な操作やシステム設定変更等の負担を強いることのない
よう配慮する．

（注 3）：会社に設置するシンクライアントサーバと，自宅に設置するシン
クライアント端末（ハードディスクの有無にかかわらず，データが残ら
ない端末）により構成．シンクライアント端末はシンクライアントサー
バと一体となって動作するもので，キーボード操作情報，画面情報のみ
を通信し，情報処理はすべてシンクライアントサーバで行う．また，
VPN装置，利用者認証システムと連動させることにより，いっそう強
固なセキュリティ対策が可能．
（注 4）：ブラウザの画面上で，仮想的なデスクトップ環境を実現する技術．
クライアント PCに事前にソフトウェアをインストールする必要がなく
ブラウザがあればすぐに利用することが可能．Ajaxや Flash等の技術を
用いて，Webブラウザ上で利用できる仮想的な作業環境をサーバサイド
で実現でき，ユーザは OSによらず一般的なブラウザを用意するだけで
アプリケーションを利用できる．これにより，サーバ上で主なアプリケー
ション処理を行うため，クライアント側にデータが残ることがなく，セ
キュリティが保たれる．また，ネットワーク上にアプリケーションをも
つため，共有できる機能が多く個社ごとの設備投資を軽減するのに有効．

図 3　テレワーク試行・体験プロジェクトのイメージ図
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解説

方式は既に様々なものが提供されていることから，本プロ
ジェクトにおいては一つのシステムに限定されないよう複数
のシステムを用意することとした．
　このようなシステムを用いて，多くの企業等に平成 19年
11月から平成 20年 1月までの 3か月間にわたってテレワー
クを試行・体験頂き，テレワークによるワーク・ライフ・バ
ランスの実現，業務効率・生産性の向上等について体験・確
認頂き，社内等におけるテレワークへの理解の促進とテレ
ワークの導入検討のための機会にも役立てて頂けるものと期
待している．
　また，実験終了後には本プロジェクトを通じて確認された
経営者視点，就業者視点，社会的視点からのテレワークの効
果・課題についてのアンケートに回答頂き，今後の，テレワー
クの普及促進にあたっての施策策定に役立てたいと考えてい
る．

4．IPv6 活用型先進的テレワークシステム実験

　本実験は，「先進的テレワークモデルシステム実験」の中の
雇用型テレワークに関する実験であり，民間企業の協力を得
て，沖縄県浦添市及び石垣島において実施している．
　現在利用されているインターネットは IPv4であり，世界
的なインターネットの普及に伴いグローバルアドレスの枯渇
が問題となってきていることから，その対策として IPv6の
導入・普及が求められているところであるが，その IPv6の
特徴であるマルチキャスト映像配信や暗号化通信（IPSec），

豊富なグローバルアドレスを利用した PtoP型のリアルタイ
ムコミュニケーションなどをテレワークのシステムに利用す
る場合の技術的有効性などを検証することを目的として実施
している（図 4）．
　実験シナリオは，石垣島のサテライトオフィスに勤務する
社員，沖縄本島のオフィスに勤務する女性社員がテレワーク
業務を行うものであり，社内に設置したシンクライアント
サーバと，IPv6で標準装備されている暗号化通信（IPSec）を
利用して，サテライトオフィスや自宅から沖縄本島のオフィ
スまでセキュアな接続が実現され，会社と同等な業務環境の
提供を受けることができる．
　また，テレワークの課題として，会社内の従業者（上司・
同僚等）とテレワーカーとの意思疎通が図りづらいこと，テ
レワーカーが社内の様子を感じることが難しいこと等が挙げ
られることから，IPv6対応のテレビ会議・ソフトホンを使
用して，会社の上司や同僚とリアルタイムにコミュニケー
ションを図るとともに，社内に設置されたネットワークカメ
ラからマルチキャスト配信される映像を取得することで，テ
レワーク拠点において業務をしながら社内フロアの様子を把
握することができるなど，テレワーカーの孤独感・疎外感を
軽減する効果などを確認する．
　更に，離島勤務や育児中の女性の柔軟な働き方に対する効
果など，経営者視点，就業者視点，社会的視点からテレワー
クの効果を検証することとしている．

5． シンクライアント技術利用型テレワーク 
アウトソーシングシステム実験

5.1　システム構成及び検証内容
　本実験は，自営型テレワークに関する実験である．
　Winnyや BOTウイルス等により私用パソコンからの情報
漏えい事故が多発したことから，自営型テレワークの普及に

　IPv6の特徴であるマルチキャスト配信や暗号化通信
（IPSec）等を活用した雇用型テレワークシステムを構築し，
テレワーカーの孤独感・疎外感の軽減効果等の確認や，離島
勤務，子育て中の女性の柔軟な働き方等へのテレワークの効
果を検証する．

図 4　IPv6活用型先進的テレワークシステム実験のイメージ図
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関する課題として，SOHOや在宅ワーカーなどに業務を受
発注する際のセキュリティに関する課題が上げられている．
このため，雇用型テレワークにおいて用いられるシンクライ
アントシステムの概念を自営型テレワークの世界に取り入
れ，SOHOや在宅ワーカーのパソコンのセキュリティに関
する課題を解消する方式を実証実験することとした．
　また，自営型テレワークの運用面での課題として挙げられ
ている，自営型テレワーカーの営業力の弱さやマネジメント
の実務経験不足，適切な業務受発注先の発掘の困難さなどを
解決するものとして，自営型テレワーカーの人材育成や企業
と自営型テレワーカーの橋渡し役となる地域エージェントの
活躍が期待されているところである．そこで，本実験では様々
な形態の自営型テレワークにおける地域エージェントの意義
や効果等についても検証することとした．
　併せて，地方公共団体や企業の業務アウトソーシングに効
果的にテレワークを活用することによる再チャレンジ機会の
創出や地域活性化モデルを検証，提示・啓発することとし，
以下に示す三つのモデルをそれぞれの実験フィールドで実施
することとした．

5.2　モ デ ル 1

地域フィールド：高知県全域（協力：高知県庁及び地
域テレワークエージェント（地元商工会及び NPO 等））

　現在，高知県庁では財政のスリム化，地域の活性化の両立
を目指し，県下の企業や住民に対して庁内業務をアウトソー
シングする事業を実施している．今後，この取組みを拡大し，

効果をより高いものにするためには，これまで地理的ハンディ
キャップが大きく（中山間地域など）県庁業務の受注に携わる
ことができなかった人々や，育児のためフルタイム就労が困
難だった主婦など，多様な人々が時間や場所を意識せずに参
加できる仕組みを整備することが期待されている．
　そこで，本実験モデルにおいては，テレワークにより県庁
業務の一部を受発注する仕組みを取り入れ，このような課題
を解決して庁内業務アウトソーシングの拡大・効果をより高
めることを検証，提示・啓発することとする（図 5）．
　実施にあたっては，発注者である県庁，受注者である地域
テレワークエージェント及びテレワーカーが，共通で使える
シンクライアント技術を活用したテレワークアウトソーシン
グシステムを構築し，安心で安全な受発注と，効率的な事業
運営，品質の高い成果物の納品を目指すこととする．
　また，地域テレワークエージェントは，地元商工会・
NPO法人等，持続かつ活力ある地域創造を目的とする団体
等が役割を担い，テレワーク作業での課題として挙げられる
品質の低下やばらつきの改善，テレワーカーへの公平かつ効
率的な業務配分など，テレワークによる作業効果，地域活性
化効果をより高いものとする．
　本モデルにより期待されるテレワークによる効果をまとめ
ると以下のとおりとなる．
　・時間や場所の制約で就労が困難であった住民に道を開く
ことによる地域活力向上が期待される．
　・県庁業務のアウトソーシングにより，地域テレワークエー
ジェントの育成と地域における潜在的なテレワーカーの発掘
が期待され，地域で仕事をこなせる環境づくりの進展が期待
される．
　・安全かつ効率的なテレワークの仕組みを活用することで，
アウトソーシング可能な業務の規模・内容の拡大につながり，
財政のスリム化及び地域住民への業務発注による地域活性化
が期待される．

　県庁業務をテレワークにより地域にアウトソーシングする
ことによる財政のスリム化と地域活性化の両立モデルを検
証，提示・啓発する．特に，シンクライアント技術を活用し
た県庁業務の安心・安全な受発注と地域における地域テレ
ワークエージェントの育成と自営型テレワーカーの発掘を検
証する．

図 5　モデル 1（システムイメージ図）
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5.3　モ デ ル 2

地域フィールド：神奈川県横浜市（協力：神奈川県庁及
び地域テレワークエージェント（障がい者支援団体等））

　現在，神奈川県庁では障がい者の雇用機会の促進に向けて，
視覚障がい者の県庁登用など様々な取組みを実施している．
しかし，県庁からの業務発注を受ける視覚障がい者は，専用
装置（テープ再生機能など）のある作業施設に出向く必要があ
り，障がいの度合によっては作業施設までの移動が困難なた
め就業をあきらめざるを得ない場合がある．また，発注者に
とっても一般に使用されるパソコン等のセキュリティ対策は
視覚に頼るアプリケーションが多く，障がいの度合によって
は対策が遅れ，それが情報漏えいにつながることも懸念され
る．
　そこで，本モデルでは，神奈川県（横浜市）を実験フィール
ドとして，神奈川県庁が推進する障がい者雇用促進策の一部
（主な発注業務は音声書き起こし）をテレワークにて実施し，
テレワークによる障害者の就業についての効果を検証，提示・
啓発することとする（図 6）．
　実施にあたっては，上記の課題を解決するため，シンクラ
イアント技術を活用したテレワークアウトソーシングシステ
ム並びにシンクライアントシステム上でも適切に動作する入
力文字音声読上げ専用ソフトを用意し，作業発注側が懸念す
る情報セキュリティに配慮した安心・安全かつ作業者の作業
性を向上させるための仕組みを有した環境を実現する．
　また，発注者と受注者間の橋渡しや，作業性を向上させる

ためのサポートなどの支援事業を行っている団体が地域テレ
ワークエージェントの役割を担い，作業をより効率的なもの
とする．
　本モデルにおいて期待されるテレワークの効果として以下
のものが挙げられる．
　・地方公共団体等が実施する障がい者雇用促進施策にテレ
ワークを活用することにより，視覚障がい者や通勤の困難な
障がい者の就業機会の拡大が期待される．
　・地域テレワークエージェント（障がい者支援団体等）のサ
ポートを受けつつテレワークにより仕事をこなすことによ
り，障がい者の自立支援効果の向上が期待される．

5.4　モ デ ル 3

地域フィールド：岡山県倉敷市・岡山市（協力：岡山
県，岡山市，倉敷市，岡山 SOHO ビジネス推進協議会）

　情報通信技術の進展による SOHOビジネスの台頭は，地
域の産業振興・活性化という観点からも期待される．
　地域の発注者には，安心・安全な業務の受発注の実現，質
の高い成果物の納入，低コストでの発注というニーズがあり，
一方，SOHOワーカーには，実績・ノウハウを蓄え，ビジ
ネスを拡大したいというニーズがある．しかし，現状，その
ような補完し合える潜在的なニーズがありながら，互いを結
び付ける機会や仕組みがなく，地域活性化につながる機会を
逃しているという課題がある．
　そこで，本モデルでは，岡山県（倉敷市・岡山市）を実験
フィールドとして， 岡山県の経済活性化に寄与する SOHOビ
ジネスを創出・育成する岡山 SOHOビジネス推進協議会（以

　安心・安全な業務の受発注が可能となるようにシンクライ
アント技術を活用した自営型テレワークシステムを構築し，
地方公共団体が推進している障がい者雇用促進施策にテレ
ワークを活用することによる，障がい者の就業機会の拡大モ
デルを検証，提示・啓発する．

　シンクライアント技術を活用した安心・安全な業務の受発
注と地域の産業振興・活性化を推進する組織による発注者と
SOHO事業者のマッチング等の支援を行うモデルを検証，提
示・啓発する．

図 6　モデル 2（システムイメージ図）

テレワークシステム

シンクライアント技術

地域テレワークエージェント
障がい者支援団体，
テレワーカーグループ等

自営型テレワーカー（自宅）
地域在住の視覚障がい者等

業務発注者
神奈川県庁及び障がい者支
援団体等（神奈川県横浜市）

インターネット

地域テレワーク
エージェントに
よる業務支援

就業機会の拡大
（自立支援）
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下「協議会」という）の協力を得て，地方公共団体や地域企業
の業務発注を，テレワークを活用して，地域の SOHOビジネ
スにつなげるモデルを検証，提示・啓発することとする（図 7）．
　実施にあたっては，シンクライアント技術を活用したテレ
ワークアウトソーシングシステムを用いて，協議会が地域テ
レワークエージェントの役割を担い，発注業務とテレワー
カーのマッチングや SOHOワーカーに対する適切な業務配
分や人材登用，業務・納品管理までを行うことにより，テレ
ワークによる安心・安全，かつ品質の高い業務の受発注を実
現する．
　本モデルにおいて期待されるテレワークの効果は以下のと
おりである．
　・安心・安全な業務の受発注，業務のノウハウがある
SOHOワーカーへの効率的な発注が期待される．
　・地域の仕事を地域でこなすことにより，SOHOワーカー
の育成や地域社会の活性化が期待される．

6． SaaS 利用型テレワークアウトソーシング
システム実験

　地域企業の活性化による地域就労機会の拡大は，地域経済
の発展にとって重要な要素の一つとして挙げられるが，地域
経済の担い手である中小企業にとっては，新たなビジネスの
発掘，変動する業務量への柔軟な対応，設備投資，優秀な人
材確保など，企業にとって急務でありながら解決の困難な課
題が多数存在する．
　一方，ブロードバンドの普及を背景に，ネットワークを介

してソフトウェアや情報通信機器の機能を提供するASPや
SaaS（注 5）によって，これまで ICT投資が困難であった中小
企業が生産性を大幅に向上させたりする事例などが出現し始
めている．
　そこで，本実験では，SaaSの仕組みを取り入れた仮想的
な作業環境「Webデスクトップ」（注 4）を使用して，低廉なコス
トで安心・安全に業務の受発注ができる自営型テレワークシ
ステムを構築し，テレワークアウトソーシングにおける作業
の効率性，変動する業務量への柔軟性などを検証するととも
に，併せて，都市部の仕事を地域（地方）に呼び込む地域活性
化モデルについて提示・啓発することとする（図 8）．
　具体的には，通常社内で実施するような特殊専用アプリ
ケーションを利用した定型業務（コンテンツ作成業務など）
を，SaaSの機能によりネットワークを介して複数の自営型
テレワーカーに対しアプリケーションごと提供する形でアウ
トソーシングを実施している．自営型テレワーカー側のパソ
コンはWebブラウザとインターネット接続環境だけがあれ
ば，その特殊専用アプリケーションを用いた業務を行うこと
が可能となり，サーバ上で主な処理を行うため，テレワーカー
側のパソコンにデータが残るというセキュリティ対策上の心
配も起こらない．
　本モデルにおいて期待されるテレワークの効果としては以
下のようにまとめられる．
　・SaaSを利用したテレワークアウトソーシングによる新
たなビジネスの発掘，変動する業務量への柔軟な対応． 

（注 5）：Software as a Serviceの略．ネットワークを通じてソフトウェ
アや情報通信機器の機能を必要に応じて提供する仕組みのこと．通常の
ソフトウェアは，あらゆるユーザにとって必要な機能をすべてまとめ，
すべてのユーザに同じ機能を提供するようになっている．このようなソ
フトウェアは，ある 1人のユーザにとっては，あまり必要のない機能が
多く搭載された冗長なものとなってしまい，必要のない機能に対しても
料金を支払っていることになる．SaaSの仕組みにより，個々のユーザ
が本当に必要な機能のみをオンデマンドに利用でき，その機能に対して
のみ支払いができる．

　SaaSの仕組みを取り入れた仮想的な作業環境「Webデス
クトップ」を使用して，低廉なコストで安心・安全に業務の
受発注ができる自営型テレワークシステムを構築し，都市部
の企業の業務をテレワークにより地域（地方）に呼び込むこと
による地域活性化モデルを検証，提示・啓発する．

図 7　モデル 3（システムイメージ図）

テレワークシステム

自営型テレワーカー（自宅等）
地域在住の SOHO ワーカー

地域テレワークエージェント
岡山 SOHO ビジネス推進協議会

業務発注者
地方公共団体（倉敷市） シンクライアント技術

地域テレワークエージェントによる
・業務とテレワーカーのマッチング処理
・業務支援

業務発注者
民間企業（岡山県）

自営型テレワーカー（自宅等）
地域在住の SOHO ワーカー

インターネット
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解説

　・地域を超えた業務のアウトソーシングによる，地方にお
ける新たなビジネスモデルや新たな雇用の創出などの地域経
済の活性化．

7．テレワーク環境整備税制

　企業におけるテレワークの導入を促進するため，今年度，
テレワーク環境整備税制が創設された（図 9）．
　これは，企業がテレワークを導入するために関連装置（シン
クライアントシステム，VPN装置等）を取得した場合，取得

後 5年度分について その装置の固定資産税（地方税）の課税
標準を 2/3とする措置である．
　平成 19年 4月 1日から平成 21年 3月 31日までの 2年間，
実施することとしている．

8．テレワークの普及啓発等

8.1　普 及 啓 発
　総務省では，テレワークの普及のための実証実験と併せて，
地域セミナー等を開催することとしており，効果的な方法で

図 9　テレワーク環境整備税制の対象設備

テレワークのネットワーク構成図

シンクライアント
端末装置

 シンクライアント
 サーバ

ネットワーク
監視装置

税制対象設備

サテライトオフィス

インターネット

ルータ
スイッチ

ルータ
スイッチ

LAN
（DMZ）

LAN

VPN 装置

VPN 装置

IP-VPN
広域イーサ

ネット LAN

会社

自宅
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図 8　SaaS利用型テレワークアウトソーシングシステム実験のイメージ図

テレワークシステム
携帯電話向けマンガコンテンツ
配信事業者（東京・大阪等の都市部）

SaaS（Web デスクトップ技術）業務発注
コミックマンガ原本

インターネット

自営型テレワーカー（自宅等）
     地域住民等

自営型テレワーカー（自宅等）
         地域住民等

受注者
民間企業（沖縄県名護市）

自営型テレワーカー（自宅等）
地域住民等



テレワークの普及啓発を実施することとしている．

8.2　総務省職員テレワーク
　総務省では，少子高齢化対策の観点と民間への波及効果を
期待して，平成 18年 10月より，育児・介護に携わる職員を
対象に，中央官庁では初めて，テレワークの形態のうち在宅
勤務を本格導入した．平成 19年 5月には，対象を本省勤務
の全職員（約 2,000人）に拡大している．これまで蓄積したノ
ウハウ等については，企業や地方公共団体等におけるテレ
ワーク導入の検討の一助となるように，積極的に公開すると
ともに，自らもテレワーク人口倍増に寄与できるよう，テレ
ワーク勤務者の拡大に向けた運用面の改善を検討している．
　なお，「テレワーク人口倍増アクションプラン」においては，
これまでまだテレワーク導入の試行を行っていない省庁にお
いては今年度中に試行を行うこと，既に試行を行っている省
庁においては本格導入を目指すことが掲げられており，他省
庁においてもテレワークの早期導入が期待される．

9．む　す　び

　いつでも，どこでも，容易にネットワークが利用できるユ
ビキタスネット技術の進展・普及に伴い，時間と場所にとら
われない働き方が可能となるテレワークが容易に導入できる
時代が到来している．
　テレワークは，新たなビジネススタイル，ライフスタイル
を実現するものであり，ワークライフバランスの実現や，生
産性の向上などが期待されるほか，少子高齢化，地域再生，
環境負荷低減などの様々な社会的課題の解決にも貢献できる
ものである．
　我が国においてもテレワークを普及すべく，2010年までに
テレワーク人口を倍増し就業者人口の 2割とする目標の達成
に向けて，政府一体となって施策を展開しているところである．

　テレワークの普及には，意識改革も必要と考えられるとこ
ろであり，これまでの働き方や，組織，仕組み，システム等
に関する固定的な観念ではなく，現在，享受できるようになっ
たユビキタスネット環境の恩恵を最大限利用しようとする意
識の変革が求められるところである．
　総務省においては，テレワーク人口倍増を 2010年までに
実現すべく，平成 20年度以降も取組みを継続していく．テ
レワーク人口倍増アクションプランにも掲げられているよう
に，平成 20年度は，次世代ネットワーク（NGN）を活用し，
QoS確保による CADなどの詳細なイメージング業務のシン
クライアントシステム上での実現，より簡潔で強固なセキュ
リティ対策や職場と変わらない執務環境の実現などを目指し
た「次世代高度テレワークシステム」の実証実験も追加して実
施し，既にテレワーク導入済み企業も含めたテレワークの
いっそうの普及を推進する予定である．
　テレワークを支える安心・安全で容易なテレワークシステ
ムの普及を促進して，ユビキタスネット社会にふさわしい働
き方の実現を目指していきたい．

　文　　献

 ［1］ テレワーク人口倍増アクションプラン（平成 19年 5月
29日 テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定，
IT戦略本部了承）URL：http：//www.kantei.go.jp/

jp/singi/it2/others/telework.html

 ［2］ 平成 17年度テレワーク実態調査報告書（平成 18年 6

月国土交通省）
 ［3］ テレワークの推進のための調査研究報告書（平成 19年

3月総務省）
（平成 19年 11月 15日受付，20年 1月 11日再受付）

内海　正仁
▶平 5同志社大卒．同年，兵庫県入庁．以
降，行政の情報化の推進等に従事．平 17
より情報流通高度化推進室主査．平 17通
信ソサイエティ功労顕彰状，平 19 ITU協
会功績賞各受賞．

藤本　昌彦 
▶昭 63京大大学院修士課程了（電子工
学）．同年，郵政省入省．以降，情報通信
技術の研究開発，標準化，普及推進等に従
事．その間，総務省新世代移動通信システ
ム推進室長，インターネット戦略企画室長，
重要無線室長，平 18より情報流通高度化
推進室長．

テレワーク国際シンポジウムの開催

　（1）日時
　　  平成 19年 11月 28日（水）
　（2）場所
　　  経団連ホール（東京都千代田区大手町 経団連会館）
　（3）内容
　　   諸外国（6か国）のテレワーク関係者を講師として招聘．

各国のテレワークの動向や先進事例等の紹介，意見交
換を実施．

テレワーク推進地域セミナーの開催（厚生労働省と共催）

　（1）日時
　　  平成 20年 1月～平成 20年 3月
　（2）場所
　　  全国 6箇所
　（3）内容
　　   各地域で実施する実証実験の成果や地域のテレワーク実

践事例等を紹介．
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　今後，ユビキタス社会の基盤となる情報通信ネットワー
クには，ネットワークのグローバル性ときめの細かさ，
すなわちユビキタス性が求められる．その際の最も深刻
な課題は，ユビキタスネットワークを構成する無線デバ
イス数の急増による無線スペクトルの枯渇にある．コグ
ニティブ無線は，現在精力的に取り組まれている周波数
有効利用技術の高度化に加えて無線スペクトルの共用を
含む無線リソースのインテリジェントな制御により，無
線スペクトルの利用をより効率化し，この課題の解決を
試みるものである．本論文では，無線リソースのインテ
リジェントな制御という視点からコグニティブ無線の考
え方を整理し，また，今後のユビキタスネットワークに
おけるエンドツーエンドのサービスという観点からのコ
グニティブ無線の役割についても検討する．

コグニティブ無線，周波数共用，ユビキタス社会，スペ
クトルセンシング，ダイナミックスペクトル割当

1．まえがき 　　

　現在のワイヤレス通信需要動向を見るとき，更に 1 

GHz程度の帯域が必要になるといわれている [1]．これ
は，2 G （Second Generation） から 3 G （Third Genera-

tion），4 G （Fourth Generation） へという携帯電話の世
代交代に伴う世界的な普及のみならず，ユビキタス社会
に向けた様々な無線デバイスの誕生と，それらの生活空
間への浸透などを想定して算出されたものである．

　これに対し，従来，必要な帯域を確保するためにとら
れてきた手段の一つは，新たな，より高い周波数帯の開
拓であった．2 Gから 3 Gへの移行，また現在 ITU-R

（International Telecommunication Union, Radiocom-

munication Sector）で検討されている 4 Gの周波数帯確
保 [2]という流れがこれに当たる．しかしながら，無線
周波数が高くなると電波の直進性が増し，一つのアクセ
スポイントがカバーできる面積は狭くなるので，面的な
サービスエリアの確保が求められるシステムへの適用は
困難となる．ユビキタス社会の基盤であるユビキタス
ネットワークでは面的なサービスエリアの構築が重要な
要求条件であることを考慮すると，新規周波数帯の開拓
による無線スペクトルの確保という戦略は，現時点でほ
ぼ限界にきており，無線スペクトルの利活用方法を抜本
的に見直すべき時期にきていると考えられる．
　一方，既利用スペクトルの運用状況を見ると，スペク
トルの利用には偏りがあり，多くのスペクトルではその
平均的利用率はそれほど高くないという事実がある [3]．
この特徴を利用し，同一周波数を割り当てても相互干渉
が発生しないことを保証するという条件下で，同一地域
の複数のシステムに同一周波数を割り当てる技術を「周
波数共用」と呼ぶ．例えば，無線 LANに割り当てられ
ている 5.15～ 5.35 GHzは，もともと，衛星通信や気象
レーダに割り当てられていた帯域であり，周波数が共用
されている [4]．この場合には，無線 LANの使用を屋
内に限定することで，衛星通信や気象レーダが，無線
LANからの干渉の影響を受けないことを保証してい
る．ただし，スペクトル全体で見ると，周波数共用は，
まだ積極的に活用されている状況にはない．
　コグニティブ無線は，異なるシステム間で同一の周波
数を利用するという点で，周波数共用技術の発展形であ
るといえる．ただし根本的に異なる点は，コグニティブ
無線の場合，少なくとも片方のシステムにはスペクトル
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のセンシング機能と与干渉の予測機能があり，例えば
X%の確率で与干渉の可能性がある場合には，与干渉の
可能性がない（100－ X）%のタイミングで周波数を共
用し，X%のタイミングでは相手に干渉を与えないとい
う原則のもとで一時的にそのスペクトルの利用を止める
点にある．この点だけに着目してしまうと，二次利用シ
ステムは一次利用システムと比較して性能が劣ることを
前提としたシステムのように見えてしまうかもしれな
い．しかしながら，速やかに別の空きスペクトルに移動
する技術や，現在の 3 Gでも適用されている適応変調，
送信電力制御，スケジューリングなどの高度な周波数有
効利用技術 [5]を併用すれば，一次利用システムと同等
の品質が維持できると期待できるので，コグニティブ無
線は，結果として「インテリジェントな周波数共用技術」
にもなり得ると期待できる．
　すなわち，コグニティブ無線は，高度な周波数有効利
用技術，ソフトウェアの機能によって無線機の機能を書
き換えるソフトウェア無線技術，及び周波数共用技術を，
ユーザを中心に据えた（ユーザセントリック）視点でイン
テリジェントに統合化することにより，今後のワイヤレ
ス通信需要にこたえる技術であると位置づけることがで
きる．また，ユビキタス社会の基盤としての情報通信イン
フラに対しては，エンドツーエンドでの QoS（Quality 

of Services）の実現が課題となっていることを考慮する
と，コグニティブ無線は，無線が有する柔軟性を高度に
活用することで，エンドツーエンドでの QoSを確実に
サポートするとともに，ユーザの多様なニーズにこたえ
るための技術とも考えられる．
　そこで，本論文では，コグニティブ無線の概念，コグ
ニティブ無線に対するスペクトル政策，インテリジェン
トな周波数共用という観点からのコグニティブ無線技術
を解説した後，エンドツーエンドでの柔軟なネットワー
キングという視点でのコグニティブ無線の位置付けにつ
いて解説する．

2．コグニティブ無線の概念

　コグニティブ無線は J. Mitola氏によって提唱された
概念 [6]であり，無線に係る可能な限りあらゆる部分に，
観測，認知，判断，行動という要素で構成される制御ルー
プを導入することで，周波数のダイナミックな運用と
ユーザが必要とする無線アクセスの常時確保の実現を目
指すものである．これを更に具体的にいうならば，
　（ 1） ユーザセントリックという視点からのユーザ環
境情報に加えて，無線スペクトルや無線チャネルの状況
などの無線環境情報を，ユーザを取巻く環境情報と定義
し，
 　（ 2）これに加えて，周波数割当原則，周波数割当状況，

周波数利用原則，その他周囲の人や物との間の一定の
ルールを一括してポリシーと定義し，
　（ 3）これらに関する観測結果に基づき，モデルベー
スの推論を適用することで，各ユーザにとって最適な情
報通信環境を学習し，
　（ 4）学習された状況に対する判断と，通信機器に対
する適応制御が実現可能なソフトウェア無線の技術を用
いて，必要な部分に適切な適応制御を施し（行動），それ
によってユーザセントリックな情報通信環境の構築を実
現することであるといえる．
　図１に，Mitola氏が提唱したコグニティブサイクルを
示す [6]．なお，本図はMitola氏の原図に対し，原理の
理解に必要な部分のみを抽出して記載している． 同図
における基本制御ループは，スペクトル運用ポリシー，
スペクトル運用情報，伝搬路情報，ユーザの要求などで
構成される外界（Outside World）を観測（OBSERVE）
し，観測結果に対する制御方法の判断（DECIDE）を行
い，それに基づいて適切な行動を起こす（ACT）という
機能であるが，コグニティブサイクルでは，観測結果か
ら無線環境を含むユーザ環境情報を推測し（context 

awareness，radio awareness），更に，観測結果に対す
る対処として，即座に，ほぼ反射的に行動に反映させる
もの（Immediate），一定の判断（DECIDE）を介して速や
かに行動に反映させるもの（Urgent），判断の前に対処
方針を立て（PLAN），緩やかな通常のスピードで行動に
反映させるもの（Normal）に分類している．更に，本コ
グニティブループの特徴として，場合によっては，観測
結果に対して推論に基づく学習（LEARN）を行うこと
で，直接的には見えない背景の事象を推理し，PLAN

に反映させることも想定している．
　このように，Mitola氏が提唱したコグニティブ無線の
概念は，単に無線環境の変動に対して無線リソースを制
御することではなく，ユーザ環境情報をも考慮した高レ
ベルの概念を示しているところに特徴がある．しかしな
がら，このような高レベルの概念を情報通信システム内

ACT

Outside
World

OBSERVE

DECIDE

ORIENT

Establish Priority

Immediate Urgent

- Context awareness
- Radio awareness

PLAN

Normal

LEARN

・スペクトル運用ポリシー  ・スペクトル運用情報
・伝搬路状況  ・その他  ・ユーザの要求

図 1　Mitora氏が提唱したコグニティブサイクル
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で実現する場合は，制御機能をある程度細分化し，更に
情報通信ネットワークのレイヤ構造におけるどの部分に
どの制御を適用するかなど，かなりシステム的なアプ
ローチが必要になると考えられる．更に，現時点では，
情報通信ネットワークにおける無線周波数不足対策とし
てのコグニティブ無線技術への期待が集まっていること
も考慮し，以下では，無線リソースの確保手段としての
コグニティブ無線に焦点を絞って議論する．

3．スペクトル政策とコグニティブ無線

　米国における無線スペクトル監理は，連邦政府が利用
するスペクトルについては NTIA (National Telecom-

munications and Information Administration)，連邦以
外の公共業務，民生用のスペクトルについては FCC 

(Federal Communications Commission)が所掌してい
る．また周波数割当は，無線スペクトルを用途別に細分
化し，かつ利用地域も細かく限定した上で個々の利用者
に割り当てる Command-and-Control Modelに基づいて
行われてきた．しかしながら，2000年ごろから，
Command-and-Control Modelに基づいた周波数割当と
新規周波数帯の開拓だけでは，今後のユビキタス社会に
おける周波数需要に対処しきれないとの認識が広まり，
周波数の二次利用の積極的導入につながるコグニティブ
無線に対して，大きな期待が集まった．
　このような背景から，FCCでは，2000年 11月，スペ
クトルの二次利用市場を発展させるための目標と原理原
則 [7]，[8]を発表し，更に 2002年には，公共の利益の
増大を目的とした新たな電波政策の策定のため，
Spectrum Policy Task Force [9]を組織することで，包
括的・系統的なスペクトル利用に関する調査を実施する
とともに，今後の電波政策に関する勧告をまとめた．
　更に，これらを背景として，2003年 6月，米国大統
領は，21世紀における米国のスペクトル政策として，
以下の声明を出している．

　この声明に従った政策実施のため，商務省に
Spectrum Policy Initiativeが設立され，連邦政府におけ
るスペクトル政策や各種手続きの改善に関する勧告が求
められた．Spectrum Policy Initiativeは，それに対して
二つのレポート [10]を発行し，スペクトル利用の現状
分析を報告するとともに，FCCと NTIAは両者がそれ
ぞれ所掌するスペクトル間でスペクトルの共用を進める
ためのテストベッドを構築することを勧告した．現在，
その報告に従ってその具体化が進められている．
　これらを踏まえて，テレビ帯の opportunistic（注 1）な利
用によるWRAN (Wireless Regional Area Network) 実
現のため，IEEE 802.22の標準化が進められている．ま
た，DARPA（Defense Advanced Research Projects 

Agency）と NSF（National Science Foundation）は，コ
グニティブ無線の研究を促進するためのプロジェクトを
推進している．
　一方，欧州における無線スペクトル監理は，完全に各
加盟国の管轄にあり，EU（European Union）はその割
当や所有に関していかなる権限ももっていない．しかし
ながら，各国が全く個別にスペクトル監理を行うことは
EU経済に支障を来すおそれもあるため，無線スペクト
ルの利用と調和のとれた電波政策の推進を目的とした
RSD（Radio Spectrum Decision）[11] が欧州議会で決
議され，それを踏まえたスペクトル政策が推進されてい
る．その中での重点的政策は以下のとおりである [12]．
　（ 1）スペクトルの利用をマーケットにゆだねること
で，利用価値の高いアプリケーションの創出を可能とす
るための環境整備
　（ 2）低送信電力を対象に，スペクトルの効率的運用
の促進を目指したライセンス不要機器の拡大
　（ 3）ライセンスを与えているスペクトルに対して干
渉を与えないという条件で二次利用を認めるオーバレイ
と，あらかじめ，一次利用者に対して干渉を与えないと
いう条件を設定した上で二次利用を認めるアンダレイの
促進
　欧州各国では，この考え方に従ってコグニティブ無線
に係る技術的検討が進められている．その中でも英国の
Ofcom (Office of Communications)は，かなり積極的に
コグニティブ無線に関する戦略的検討を行っており，
2007年 2月に“Cognitive Radio Technology”というレ
ポート [13]を公開し，コグニティブ無線の技術的・政
策的課題を明確にしている．
　我が国では，2003年に，総務省情報通信審議会にお
いて「電波政策ビジョン」[1]が答申され，その中で，新
規需要に対処するための迅速な周波数確保対策等，今後

現行のスペクトル政策は，現在の技術の進歩やスペ
クトル利用の動向に追随できていないので，政府は，
現行の枠組みの中で，対応が遅く，柔軟性がなく，
新たな技術の導入の障害となっている事項について
精査した．その結果，政府を含む一部のユーザは，
極度にスペクトルを保護するに値する利用をしてい
ないと判断される．そこで，米国政府は，経済成長
の促進，国家・国民の安全保障，通信の技術開発と
サービス分野における世界的リーダシップの維持を
実現するために，21世紀の（新たな）米国のスペクト
ル政策を推進する．

（注 1）：Opportunisticは，コグニティブ無線の分野では，「機会をとらえ
た」という意味で用いられている．この意味を的確に表す日本語がなく，
また，コグニティブ無線の分野では技術用語として頻繁に用いられてい
るので，ここでは，原語をそのまま用いている．
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の電波政策での検討課題を提言するとともに，それに伴
う諸措置の考え方については，2002年 11月にとりまと
められた「電波有効利用政策研究会最終報告書」[14]に
従い，欧米と歩調を合わせる形での電波政策の検討が進
められている．また，総務省では「移動通信システムに
おける高度な電波の共同利用に向けた要素技術の研究開
発」の中で電波資源の効率的運用技術としての「コグニ
ティブ無線通信技術の研究開発」を推進している [15]．
 

4．周波数共用のためのコグニティブ無線技術
 

4.1　無線リソース獲得手段としてのコグニティブ無線
　コグニティブ無線というと，スペクトルの獲得ポリ
シーや周波数共用時の干渉対策の部分に話題が集中する
が，ユーザの視点で考えると，重要なことは QoSを満
足する無線リソースが割り当てられるか否かということ
であり，そのためにどのような技術が用いられるか，あ
るいはどのスペクトルが用いられるかということではな
い．そこで，コグニティブ無線の目的を，単なるスペク
トルの確保ではなく，ユーザが無線リソースを確保する
ことと定義し，そのためのアプローチを検討する．
　無線リソースを確保するための技術分類を図 2に示
す．従来の無線スペクトルは，微弱電波と規定されるシ
ステム等の一部のシステムを除いては，Command-and-

Control Modelに基づき，スペクトルと運用されるシス
テムが一体化されている．このようにスペクトルとシス
テムが一体化されているという前提でのダイナミックな
無線リソースの運用法としては，例えば，携帯電話，無
線 LAN，WiMAXなど，ユーザが利用可能な無線シス
テムを認知し，システム間ハンドオーバ機能を用いて，
ユーザの嗜好（user preference）に基づいて選択する
[16]，[17]，あるいは併用する [18]ことが考えられる．
このように，ユーザ嗜好に基づいて無線システムを選択

する際にチャネルの混雑度を反映させると，ユーザは自
律的に混雑度の低いシステムを選択することで自らの無
線リソース獲得の確率を高めることになり，結果として，
システム間でのスペクトル利用効率が平準化の方向にシ
フトすることになる．更に，複数の無線アクセスシステ
ムが同一のオペレータによって運用されている場合に
は，各システムの運用状況に合わせてオペレータがネッ
トワークの負荷を分散させることも可能であるので，シ
ステム間で，無線リソースの利用効率の更なる平準化が
期待できる．
　しかしながら，上記の方法は限られたスペクトル間で
のスペクトルの負荷分散である．無線スペクトル全体に
わたる更なるスペクトル利用効率の平準化という視点で
上記の対極にある考え方は，スペクトルの二次利用によ
る周波数共用を前提に，無線スペクトルと無線アクセス
システムを分離して考え，二次利用者においては，高度
な周波数有効利用技術と新たなスペクトル運用ポリシー
のもとで，利用可能なスペクトルの認知に基づいて必要
なスペクトルを確保した後，そこでしかるべき無線シス
テムを運用することである．コグニティブ無線の分野で
は，現在，このような考えに基づく技術も数多く検討さ
れている．ただしこの実現は，干渉問題対策やスペクト
ルのセンシング方法など，数多くの課題が含まれている
ので，現実的には，図 2の二つの考え方の中間状態を模
索しつつ，段階的にユーザの無線リソース需要に応えて
いく必要があろう．

4.2　周波数共用の課題
　図 3に，(a) 従来の周波数共用，(b) コグニティブ無
線を利用した周波数共用のシステム形態を示す．図 3（a）
は，一般的な周波数共用の概念を示したものであり，共
用関係にあるシステム同士が干渉問題を起こさないとい

利用可能な無線システムの
認知と統合化された運用

利用可能なスペクトル
の認知

無線リソース

無線システム 無線スペクトル

・携帯電話システム
・公衆無線 LAN
・その他

・ダイナミックなスペクトル制御
・スペクトルの二次利用
・システム間周波数共用

・高度な周波数有効利用技術
・新たなスペクトル運用

・高度なシステム間
ハンドオーバ技術

図 2　無線リソース確保技術の分類

（a）

（b）

端末1

端末2

P-BSとS-BSの両者の
電波が到達する端末

電波の到達範囲外

端末3

S-BS

P-BS

通信
共用

電波の
到達範囲外

図 3　 スペクトルの利用形態とシステム構成．(a)従来の周波
　　数共用，(b) コグニティブ無線を利用した周波数共用
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う条件化で運用されるものである．それに対してコグニ
ティブ無線技術を適用する場合の例を図 3(b)に示す．
　二次利用者としてのスペクトル利用を認める場合，二
次利用者は一次利用者に対する与干渉の可能性を判断す
るセンシング機能が必要である．そこで問題となるのは，
二次利用システムの各端末において，一次利用システム
に対する与干渉の可能性の判断が難しい点である．例え
ば，一次利用システムの基地局（P-BS）と二次利用シス
テムの基地局（S-BS）があり，端末 1と端末 3は一次利
用システム用端末，端末 2は二次利用システム用端末と
する．この場合，S-BSと端末 2は P-BSの電波の到達
範囲外にいるので，P-BSは当該周波数を利用していな
いと判断する．ところが，S-BSのエリア内にいて P-BS

の信号を受信している端末 3は S-BSからの信号の到達
範囲に位置するので，S-BSから干渉を受けることにな
る．コグニティブ無線では，このような状況を避けるメ
カニズムが必要となる [19]．

4.3　スペクトルのセンシング技術
　4.3.1　一次利用システムのスペクトルの有無の判定
　スペクトル利用の有無を判断する最も簡単な方法は受
信エネルギーの検出である．実際，ISM帯で運用され
るシステムの場合には，キャリヤセンスによって利用予
定の周波数帯の電力を測定することでスペクトル利用の
有無を判断している．しかしながら，コグニティブ無線
の場合に必要なことは，単なるスペクトル利用の有無の
判断ではなく，当該スペクトルを一次利用者が利用して
いるか否かの判断である．すなわち，電波の型式を含む

システム判定能力が必要となる．
　電波の型式に係るパラメータは，搬送周波数，帯域，
フレーム長，変調方式などであり，これらが同定できれ
ば，一次利用システムのスペクトル利用の有無の判定確
度を向上させることができる．その一つの手段が，受信
信号波形の周期定常性を利用するものであり，具体的に
は，SCD（Spectral Correlation Density）と SCF（Spectral 

Coherence Function）から信号の周期定常性を定量的に
判断し，更にニューラルネットワークで変調方式を判断
する手法 [20]などが提案されている．
　4.3.2　スペクトルセンシングとシステム形態
　スペクトルセンシングの難しさは，図 3(b) に示した
ように，二次利用システムの端末単独では，自ら送信し
た信号の与干渉状況を正確に把握しきれないことにある
が，その困難さは一次利用システムと二次利用システム
の関係やそれぞれのシステム形態に依存する．図 4にそ
の関係を示す．
　二次利用者が一次利用者の管理下にある場合には，例
えば，一次利用者の一部の帯域に共通制御チャネルを設
定し，一次利用者が二次利用者のスペクトル利用状況ま
で管理することで，二次利用者からの干渉を制止するこ
とが可能である．その一つのシナリオとしてスペクトル
のリースがある．これは，スペクトルオークションで獲
得したスペクトルの新たな市場創出という観点から生ま
れた考え方であり，オークションで獲得したスペクトル
の一部を，コグニティブ無線技術を導入した二次利用シ
ステムにリースするというものである [21]．その形態と

一次利用システムの管理下
にある二次利用システム

一次利用システムと独立の
二次利用システム

一次利用システム局に
干渉状況報告機能が
ある場合

一次利用システム局に
干渉状況報告機能が
ない場合

一次利用システムにおける
共通制御チャネルを用いた
二次利用システムのスペク
トル管理

一次利用システムと
二次利用システム間
の干渉回避メカニズ
ムが導入されたスペ
クトル管理

何らかの干渉情報収集
機能の導入
・ 事前調査
・ 協調型電波センシング
・ センシングしきい値
   レベルの低しきい値化

スペクトルセンシング

二次利用システム内スペクトルのセンシング
機能に基づく二次利用システムの運用

図 4　一次利用システムと二次利用システムの関係に対するスペクトルセンシング形態 
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しては以下の 4種類が考えられている．
　（ 1） Spectrum Leasing

　スペクトルのライセンスを受けているユーザが，当該
スペクトルの一部を第三者に，比較的長期間にわたって
リースする形態
　（ 2） Dynamic Spectrum Leasing

　形態は Spectrum Leasingと同じであるが，短時間の
リースを想定したもの
　（ 3） Private Commons

　特に一次利用者の状況にかかわらずスペクトルの一部
を第三者が利用する形態（ただしリース料の考え方につ
いてはオプション）
　（ 4） Interruptible Spectrum Leasing

　一次利用者がリースしたスペクトルを必要とする事態
が発生した場合には，リースした相手に対して随時割り
込みをかけ，リースしたスペクトルを取り戻すことがで
きる形態
　ここで，4番目の形態は，例えば政府公共機関がライ
センスを有する非常事態用のスペクトルを平時に別目的
で運用することなどが想定されている．
　また，いくつかの無線システムを束ね，干渉状況を把
握した上で複数の無線アクセスシステムのアクセスサー
ビスを行うアクセスブローカ [22]やスペクトルブロー
カ [23]という概念も提案されている．
　これに対して，一次利用システムと二次利用システム
が独立の関係にある場合には，スペクトルセンシングの
困難さは格段に高くなる．当然，二次利用システムでは，
一次利用者のスペクトルのセンシング（利用の有無を把
握する機能）を前提にシステムを運用する必要ある．一
次利用システム内の全端末に干渉状況報告機能がある場
合には，一次利用システム自体がサービスエリア内の干
渉状況を把握することが可能となるので，二次利用シス
テムとの間で何らかの干渉回避メカニズムを導入するこ
とが可能となり，結果として，二次利用システムとの周
波数共用は可能となる．
　一方，テレビ受信機のように，一次利用システム内の
端末に干渉状況報告機能がない場合，二次利用システム
において，一次利用システムに対する干渉状況を把握す
るメカニズムが必要となる．具体的には，
　・  一次利用システムのサービスエリアを把握した上

で，二次利用システムの電波の放射がそのエリア
に干渉を及ぼさない条件を事前に明確にすること

　・  二次利用システム内で一次利用システムの利用の
有無を判断する協調型電波センサネットワークを
構築すること

　・  二次利用端末が一次利用システムの電波を検出す
る受信レベルしきい値を低くする（検出感度をより
高感度にする）

といった対策が必要となる．
4.4　コグニティブ無線を適用した周波数共用手順
　コグニティブ無線を適用して周波数共用を行う場合，
その手順の概略は以下のとおりである [24]．
　（ 1） スペクトルのセンシング
　第 1段階は，4.3で説明した手段により，一次利用者
が利用していないスペクトルを検出することである．そ
の際，後述するスペクトルモビリティや伝搬路変動によ
る伝送特性の変動に対処するためには，予備帯域まで含
めた利用可能なスペクトルを把握することが望ましい．
　（ 2） スペクトル割当
　スペクトルのセンシングによって特定された利用可能
帯域の中から，システムの運用ルール，所要帯域，伝搬
路特性，期待される伝送品質などを考慮し，利用するス
ペクトルを決定する．ユーザは決定されたスペクトルを
利用して無線リンクを確立し，情報伝送を行う．その際，
適 応 変 調 方 式 やMIMO（Multiple-Input Multiple-

Output）伝送などを適用することで，伝搬路で決定され
るチャネル容量の範囲内でのスループットが実現され
る．また，スペクトルの決定に際して 3 Gシステムで適
用されているスケジューリングなどの各種 RRM（Radio 

Resource Management）技術を複合することで，ユーザ
に対する QoSの確保やシステム全体のスループットを
いっそう向上させることも可能である．
　（ 3） スペクトルモビリティへの対応
　コグニティブ無線では，一次利用システムは二次利用
システムに対してスペクトル利用の優先権を有している
ので，一次利用システムがスペクトルの利用を再開した
場合には，二次利用システムはスペクトルの利用を即座
に停止し，別の二次利用帯域へ移行しなくてはならない．
この現象は利用可能なスペクトルが時間とともに動くと
いう意味で「スペクトルモビリティ」と呼ばれる．また，
スペクトルモビリティに伴った利用スペクトルの移動
は，新たなスペクトルにハンドオフするという意味で「ス
ペクトルハンドオフ」とも呼ばれる．

4.5　スペクトルモビリティに対応した伝送方式
　コグニティブ無線は，空いているスペクトルをダイナ
ミックかつ効率的に活用することを目的としている．そ
の場合，空いているスペクトルは不連続に散在している
可能性が高い．また，スペクトルモビリティが存在する
場合には，利用可能なスペクトルがいっそう不連続的に
なる可能性がある．図 5に，そのような状況下における
二次利用ユーザのスペクトルマッピングの概念を示す．
二次利用ユーザは，スペクトルセンシングによって一次
利用者が利用していない帯域を特定し，空きスペクトル
に応じて二次利用システムの送信スペクトルを分割し，
不連続で離散的に散在する空き帯域に対してマッピング
する．
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　このようなマッピングを可能とする伝送方式の一つ
が，OFDM（Orthogonal Frequency Division Multi-

plexing）である．OFDMは多数のサブキャリヤのそれ
ぞれに対してビット系列がマッピングされる方式であ
り，不連続なサブキャリヤに対してもビット系列のマッ
ピングは可能なので，図 5に示されるスペクトルの分割
マッピングは実現可能となる．また，DFT spread 

OFDM [25]などのように OFDMとスペクトル的整合
性を有するシングルキャリヤ伝送も，フレーム単位でス
ペクトルが離散スペクトルとみなせるので，その離散ス
ペクトルを不連続なサブキャリヤにマッピングが可能で
ある [26]．

5．  ヘテロジニアスネットワークにおけるコグニ
ティブ無線

　情報通信ネットワークは，単一オペレータによって管
理・運用されるシステムから，複数のオペレータ，場合
によってはプライベートネットワークをも含む，種類の
異なるネットワークが統合されたヘテロジニアスネット
ワークへと移行しつつある．この場合，ネットワークの
種類によって能力や特性は異なるが，その場合でもエン
ドツーエンドで所要の QoS（Quality of Services）を満
たすことが求められる．特に，無線通信分野では，能力
や性能の異なる多様な無線デバイスが開発されつつあ
り，当然，これらはヘテロジニアスネットワーク内で一
定の役割を果たすことが求められる．したがってヘテロ
ジニアスネットワークの時代には，個別ネットワークの
性能差が存在することを前提とした上で，エンドツー
エンドで所要 QoSが満足されるネットワークを，迅速，
柔軟かつ拡張性をもって構築することが求められる．

　一方，コグニティブ無線は，無線環境の認知とそれに
基づく適応制御を無線伝送に係る各部に導入すること
で，無線アクセスシステムにおける柔軟性を与える技術
であるが，当然，これがヘテロジニアスネットワークを
前提とした場合にどのように位置づけられるかは明確に
しておくべきである．そこで本章では，ヘテロジニアス
ネットワークを前提としたコグニティブ無線の位置付け
について検討する．

5.1　ヘテロジニアスネットワーク
　ユビキタス社会に向け，公衆通信における固定系ネッ
トワークと移動系ネットワークの融合が進み，より多様
なネットワークとの融合を目指したヘテロジニアスネッ
トワーク構築に向けて多くの検討が成されている．ここ
でヘテロジニアスネットワークは，一つの運営主体のも
とでの統合から，異なる運営主体間でのバーチャルな統
合まで様々なレベルがある．
　図 6に，各ユーザがあるアプリケーションを起動して
いる場合の論理的ネットワーク構成を示す [22]．あるア
プリケーションにおいて 2地点間で情報のやり取りを行
う場合，アプリケーションでは，セッションレベルにお
いて必要な情報をやり取りするためのセッションが構築
される．その際，セッション内でやり取りされる情報は
マルチメディアなので，例えば，音声，画像，ファイル
など，QoSの異なる複数の情報が多重される形で一つ
のセッションが構成される．このレベルでは，セッショ
ンの両端は，互いに相手を認識するのみで，ベアラレベ
ル以下の状況は全く認識していない．
　一方，QoSの異なる情報ストリームに対し，下位層
では，QoSを維持するために適用される制御を差別化
する必要があるため，各セッション内のストリームは，
ベアラレベルにおいて，ベアラと呼ばれる単位で論理的

一次利用
ユーザ
利用中

一次利用
ユーザ
利用中

一次利用
ユーザ
利用中

スペクトル
利用状況

送信
スペクトル

二次利用
ユーザ 1

二次利用
ユーザ 2

二次利用
ユーザ 1

二次利用
ユーザ 2

受信
スペクトル

スペクトル
マッピング

スペクトル
デマッピング

図 5　 一次利用ユーザのスペクトルの空き状況に応じた二次利用ユーザスペクトルの
マッピングの概念
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図 6　アプリケーションが起動されている場合のヘテロジニアスネットワークの構成

に分離される．したがって，一つのセッションは，一つ
あるいは複数のベアラで構成されることになる．なお，
ベアラ自体は経由するネットワーク自体を意識するもの
ではないが，ネットワークをまたぐ場合に，仲介ゲート
ウェイ（transit gateway）においてメディア変換などの情
報操作が施される場合もある．一方，ベアラをネットワー
ク単位で閉じた形でとらえる際には，情報の流れを各
ネットワーク単位で抽象化する必要がある．この場合の
情報の流れをフローと呼び，このレベルをフローレベル
と呼ぶ．
　それに対して実際に信号が流れるネットワーク層以下
（ネットワーク層，MAC層，物理層）を一括してコネク
ションレベルととらえる場合，ノード間の接続はリンク，
実際にフローを構成するリンクはパスと呼ばれる．ただ
し，パスも論理チャネルであり，物理チャネルに対して
は，パスが物理チャネルにマッピングされる．
　以上のような階層化された構成におけるコグニティブ
無線の導入ポイントは，一つはベアラレベルとフローレ
ベルで構成されるトランスポート層，他方はネットワー
ク層以下となる．

5.2　トランスポート層におけるコグニティブ無線制御
　現在の IPネットワークでは，データのフローは共通
化されているものの制御機能は細分化されすぎているこ
とから，今後のヘテロジニアスネットワークの時代に向
けて共通制御レイヤが必要であるとの認識が高まってい
る．欧州の IST（Information Society Technologies）プ
ログラムで実施されたAmbient Networkプロジェクト
[27]は，ヘテロジニアスネットワークを柔軟かつスケー
ラブルに構成することで，端末がネットワークをまた

がって移動した場合でも，信頼性の高いシームレス通信
の実現を目指したものである．
　図 7に，Ambient Networkプロジェクトで検討され
ている制御部の構成を示す．Ambient Networkでは，
アプリケーション層とコネクション層の間（図 6ではベ
アラレベルとフローレベルに相当）に位置するトランス
ポート層にACS（Ambient Control Space）と呼ばれる，
機能の共通化を目指した制御スペースを設定している．
具体的には，ACSには，異種ネットワーク間ハンドオー
バの起動に伴うトリガやコンテクスト情報の管理機能，
フローやマルチ無線リソース管理機能，モビリティ管理
機能など，異種ネットワーク間の相互接続管理において
共通的に必要となる機能が定義され，それらを介して端
末の移動においてシームレスなネットワークが提供でき
るように設計されている．
　ACSの上位に位置するアプリケーション層との間に
はASI （Ambient Service Interface）が設定されており，
ACS以下の状況にかかわらずアプリケーションサービ
スが可能なように，アプリケーション層から見たACS

以下は抽象化されており，ACSからは抽象化された
ACS以下の情報が，またアプリケーションからは抽象
化に対応したコマンドがASI経由でやり取りされる．
一方ACSの下位に位置するネットワーク層との間には
ARI （Ambient Resource Interface）が設定されており，
ネットワーク層以下のパストポロジーや各パスにおける
無線リソースの状況にかかわらずフローが維持できるよ
う，フローレベルから見たネットワーク層以下が抽象化
されており，ネットワーク層からは抽象化された情報，
ACSからは抽象化されたコマンドがARI経由でやり取
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りされる．
　更に，Ambient Networkではヘテロジニアスネット
ワークを統合し，一つのバーチャルなネットワークを構
築するため，ネットワーク同士の接続インタフェースで
あるANI （Ambient Network Interface）が規定されて
おり，ここを経由して必要な制御情報をやり取りするこ
とで，異種ネットワーク間の接続がなされる．ここで，
Ambient Networkとコグニティブ無線とのかかわりを
考えるとき，スペクトルと無線アクセスが一体化してお
り，無線アクセスの取捨選択を適宜行うというスタンス
に立つと，これはダイナミックな異種ネットワークの統
合ということになり，ACSにおけるネットワーク統合
化プロセスの一部と考えることができる．ただし，トラ
ンスポート層で実施される制御は低速なものに限定され
るので，この概念が適用可能なケースは，ユーザ環境の
大きな変化に伴うマクロレベルでの制御に限定される．

5.3　ネットワーク層以下でのコグニティブ無線制御
　コグニティブ無線によるダイナミックな周波数共用を
前提にすると，無線環境の変化はパスレベルで発生し，
その変動は比較的高速である．またエンドツーエンドを
構成する一つのネットワーク内でも，ユーザアクセス以
外に中継のための無線アクセスを経由する場合も予想さ
れ，そのような場合には，当然，トランスポート層以上
での制御は困難である．したがって，ミクロな無線環境
の変化に適応可能なネットワークを構築するためには，
各パスを構成する物理層とMAC層に対し，以上で説明

してきたコグニティブ無線技術が導入することが適当で
あると考えられる．
　ここで，物理層，MAC層にコグニティブ無線に基づ
く周波数共用技術を導入する場合には，周波数有効利用
技術の高度化路線と周波数共用技術の高度化路線をどの
ように融合させるかが課題となる．図 8に周波数有効利
用技術と周波数共用技術の関係を示す．
　本来，周波数有効利用とは，無線アクセスシステムに
おける伝送容量を，空間多重を行う場合も含めて，その
上界値であるシャノン限界に近づけることである．適応
変調に代表される適応伝送方式は，そのための技術と位
置づけられる．一方，送信電力制御は，通信路行列に一
定の利得を乗積するという意味で，シャノンの理論で与

周波数有効利用の高度化 周波数共用技術の高度化
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えられる通信路容量自体を制御する技術として位置づけ
られる．また，干渉キャンセラ技術も，送受信機間の通
信路行列における非対角成分（ユーザ間干渉項）を実効的
にゼロにするという点においては，やはり通信路容量の
制御技術ととらえることができる．すなわち伝送という
視点からの周波数有効利用技術は，シャノンの理論で与
えられる通信路容量に近い伝送容量の実現と，干渉キャン
セルや送信電力制御による通信路容量の制御であるとい
える．それに対して，電磁界の放射面積を制限すること
は，特定の周波数の空間的再利用を可能とすることであ
り，システム的観点からの周波数有効利用技術である．
　現在，これらの技術を駆使することで，現行の 3 Gシ
ステムと比較して 1けた程度高い周波数利用効率を達成
すべく，技術開発が進められている．また，これは，無
線リソースとしての無線スペクトルを可能な限り節約す
る技術としてとらえることができる．
　それに対してコグニティブ無線の目的の一つであるダ
イナミックな周波数共用は，無線スペクトルの時間的空
間的利用効率を向上させることで，実質的に利用可能な
無線リソースを量的に拡大し，新たなサービスの導入な
どに道を開くものである．また，これによる無線スペク
トルの利用効率を，現在より 1けた以上向上させること
をねらっている．
　今後のユビキタス社会で必要とされる無線デバイスの
数は現在より 2けた以上と予想されている．このことは，
周波数有効利用技術，周波数共用技術の両方をともに高
度化しないと，このような無線通信需要にはこたえられ
ないことを意味している．すなわち，これらを相互補完
の関係と位置づけ，両者を融合する形で今後の無線アク
セスシステムを構築すべきであると考えられる．

6．む　す　び

　本論文では，コグニティブ無線の概念，コグニティブ
無線に関するスペクトル政策を含むコグニティブ無線技
術の動向を紹介した．ここで，コグニティブ無線を，単
に無線スペクトルをダイナミックに運用するという狭い
視野でとらえてしまうと，本当にコグニティブ無線は必
要であろうかという疑問に至るであろう．しかし，利用
しやすい無線スペクトルの開拓は既に終わろうとしてい
る現在，いずれにしても無線スペクトルのダイナミック
で効率的な運用技術の開発は避けられないと考えられ
る．その点からはコグニティブ無線は，今後の無線通信
技術を進展させるべく生まれてきた技術といえる．実際，
当初複雑な制御機能の搭載を前提にはしていなかった
UWBにおいて，コグニティブ無線技術である干渉回避
機能を適用することで利便性を向上させようとしている
[28]ことは興味深い．

　また，本論文で説明したように，コグニティブ無線技
術の導入形態は多様であるので，コグニティブ無線の要
素技術を開発する中で，現実のシステムに対して，導入
しやすい技術から段階的に導入するということも可能で
あると考えられる．
　ただし，コグニティブ無線だけが今後の無線通信需要
にこたえるための切り札と考えるのではなく，更に従来
の既成概念を見直すことで，ユビキタス社会をより充実
したものとするための技術開発にも挑戦すべきであろ
う．
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1．ま え が き

　現在，光，モバイル，情報家電の強みを生かしたワイヤレ
スブロードバンドネットワークを駆使したユビキタスネット
社会の実現のために様々な研究開発が行われている．しかし，
このようなワイヤレスネットワークを今後検討していく上に
おいては様々な問題点がある．
　一つ目は移動通信に適した周波数帯において深刻な周波数
不足の問題である［1］．通信のブロードバンド化に伴い，今
後は数十MHzから数百MHzのまとまった帯域が必要にな
る．しかし，現状移動通信に適した VHF/UHF帯から 6 

GHz以下の周波数帯においてこのような帯域を確保するこ
とは非常に難しい．また，世界無線通信会議（WRC-07）にお
いても第 3世代及び第 4世代移動通信システムで使用する周
波数帯域として新たに 3.4～ 3.6 GHz（200 MHz幅），2.3～
2.4 GHz（100 MHz幅），698～ 806 MHz（108 MHz幅），450

～ 470 MHz（20 MHz幅）が割り当てられ，また，2011年 7

月アナログテレビからディジタルテレビへ完全移行すること
に伴う，（a） 90～ 108 MHz（18 MHz幅），（b）170～ 222 

MHz（52 MHz幅），（c）710～ 770 MHz（60 MHz幅）の空
きチャネルに対しても，それぞれ，（a）放送系システム，（b）公
共ブロードバンドシステム（170～ 205 MHz），放送系システ
ム（205～ 222 MHz），（c）ITS（715～ 725 MHz），移動通信
システム（730～ 770 MHz）に使用する方針が決定され，更に
2010～ 2015年以降出てくる新しいワイヤレス通信システム
に対応できるだけの十分な周波数帯域を確保することは難し
くなる．
　二つ目はユビキタスネット社会が進展するにつれ，無線機
が運用者の相互協力のないまま遍在し，相互干渉のため所望
の伝送品質が得られない状況が多く見られているという問題
である．例えば，無線 LAN，RFIDタグはその代表例である．
　このような干渉が顕著な環境においても必要な通信容量を
できるだけ多く確保するためには今後電波利用環境を認知，

認識（cognition）し，結果を理解（comprehension）し，環境内
に存在する無線機が共存（co-existence）できるワイヤレス利
用環境の実現が必要になる．このようなワイヤレス利用環境
を実現する一つの技術がコグニティブ無線技術であり，現在
内外で検討が行われている．本稿ではこのコグニティブ無線
技術の標準化動向についてまとめている．

2． 本稿におけるコグニティブ無線技術の定義
とその導入シナリオ

　本稿におけるコグニティブ無線技術とは，「無線機が周囲の
電波利用環境を認識し，その状況に応じて無線機が適宜学習
等を取り入れつつ，ネットワーク側の協力を得ながらシステ
ム内，システム間問わず複数の周波数帯域，タイムスロット，
等の無線リソース並びに通信方式を適宜使い分け，ユーザが
所望の通信容量を所望の通信品質で周波数の有効利用を図り
つつ伝送を行う無線通信技術」と定義する［1］．そして，認識
結果，他に利用できる電波環境が存在する場合は，単一シス
テム内であれば，システムに割り当てられた周波数帯のうち
場所や時間帯により現在使用されていない帯域，時間スロッ
トを一時的に占有利用する．また，異システム内であれば各
システム間に割り当てられた周波数帯のうち現在使用されて
いない帯域，時間スロットを一時的に占有利用する．そして，
所望の通信容量を所望の通信品質で周波数の有効利用を図り
つつ伝送を行う．
　そしてその導入のためのシナリオは図 1に示す三つのもの
が考えられる［2］．
　（ 1）　1番目は周波数の一次利用者（primary operator）が
行うコグニティブ無線技術である．ここでいう周波数の一次
利用者とは例えば携帯電話会社に代表される周波数使用のラ
イセンスを受けた事業者（オペレータ）である．その利用者が
有する周波数帯域をユーザの希望に合わせて適宜割り当てて
いくというものである．
　（ 2）　複数の（multiple）周波数の一次利用者が行うコグニ
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ティブ無線技術である．これは複数の一次利用者に対して割
り当てられている周波数を利活用し，ユーザの希望に合わせ
て必要となる周波数帯域を柔軟に適宜割り当てていくという
ものである．この例としては，例えば災害等で一つの携帯電
話会社のネットワークがつぶれた場合，他の携帯電話会社が
有する周波数を自動的に利用して通信を行うことができるよ
うにするという例と，一つの携帯電話会社が有する回線と，
別の携帯電話会社が有する回線とを複数用い，ユーザに対し
てよりブロードバンドな伝送を行うという例が考えられる．
　（ 3）　最終の展開は，複数の周波数の一次利用者とその一
次利用者と同一の周波数を利用する二次利用者（secondary 

operator）を認め，この一次と二次利用者が電波の利用環境
のセンシングを通じ周波数の有効利用を図りつつ共存するコ
グニティブ無線技術である．一次利用者の周波数がすべての
場所で常に 100％使用されているということはないので，使
用されていない場合は二次利用者に利用させ，総合的に周波
数の利用効率を上げるというものである．
　このコグニティブ無線技術に関しては次の三つの観点から
標準化を行う必要性がある．
　（ 1）　コグニティブ無線技術という非常に広い意味をもつ
技術に対して，共通認識をもたせるための，言葉の定義，基
本的な考え方についての標準化

　（ 2）　要素技術の標準化．例えば，コグニティブ無線によ
り周囲の電波利用環境の認識をし，その結果として異システ
ム間でハンドオーバするための端末側とネットワーク側で具
備する要件等
　（ 3）　コグニティブ無線技術を利用した新しい通信システ
ムの標準化
　これらの標準に関して現在具体的な標準化を行っている団
体として国際電気通信連合（ITU），米国電気電子学会
（IEEE）が挙げられる．ITUにおいては主に（1）に関する標
準化を行っている．また，IEEEでは IEEE802及び IEEE 

1900においてコグニティブ無線技術の標準化が行われてい
る．IEEEにおいては（1），（2）及び（3）の観点から標準化を
行っている．（1）に関しては IEEE1900.1，（2）に関しては
IEEE802.21，IEEE1900.2，IEEE1900.3，IEEE1900.4が相
当する．また，（3）に関しては IEEE802.22が相当する．本稿
ではこれらの標準化の概要について述べる．

3．ITU-Rにおける標準化動向

　ITU-Rにおいては，コグニティブ無線に関して SG（Study 

Group）8配下のWP（Working Party）8A内のWG（Working 

Group）5（New Technology and Services）で 2006年 3月会
合より検討が行われている．このWG5はソフトウェア無線
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図 1　コグニティブ無線技術導入のためのシナリオ

単一の周波数の一次利用者が行うコグニティブ無線技術
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周波数の二次利用者は一次利用者に割り当てられている周波数帯において，一次利用者が運用していない周波数，時間をセンシング
しその結果を用いてサービスの運用を行う．端末は電波利用環境をセンシングし，使用可能なシステムを選択・多重し伝送を行う

BS：基地局 AP：アクセスポイント

センシング

複数の周波数の一次利用者と複数の周波数の二次利用者が行うコグニティブ無線技術

二次利用者 4 二次利用者 6

一次利用者 2

AP1



［3］（SDR: Software Defined Radio），移動通信の IPアプリ
ケーション，コグニティブ無線のような新技術やサービスに
ついて審議するWGである．各会合のサマリーは以下のよ
うになる．
 【2006年 3月会合】　　カナダより新規研究課題草案
（Preliminary Draft New Question: PDNQ）としてコグニ
ティブ無線が提案される［4］．
 【2006年 9月会合】　　前回会合で持ち越しされたカナダか
らの寄書に基づき，コグニティブ無線に関する新研究課題草
案が審議された．今回会合では，カナダが前回会合の審議を
踏まえた若干の修正を行った寄与文書を提出し，IEEEから
は大幅な変更を行った寄与文書が提出され，この二つの文書
をまとめることが，主たる作業となった．日本では総務省が
既に 2005年 12月より電波利用料を用いた研究開発（R&D）
として「移動通信システムにおける高度な電波の共同利用に
向けた要素技術の研究開発」を立ち上げ，その中に「コグニ
ティブ無線端末機の実現に向けた要素技術の研究開発」［2］，
「コグニティブ無線通信技術の研究開発」［5］という題目でコ
グニティブ無線の検討が行われ，また研究成果も出始めてい
たため，新規研究課題草案をたてることに対して特に大きな
問題がないと判断し，この提案に賛同を表明した．そして，
前記総務省電波利用料を利用したコグニティブ無線に関する
研究プロジェクトの成果をベースに寄与文書を提出した．そ
してWG5会合において審議が行われ，コグニティブ無線に
関する新規研究課題が承認され，出力文書として DNQの提
案（8A/TEMP/239），WG5議長報告案（8A/TEMP/254）が
出された．また，同様に引き続き開催されたWP8Aプレナ
リー（Doc.8A/TEMP/239），SG8会合においても承認され
た．
　主な研究課題を以下にまとめる［5］．
　・ ITUにおけるコグニティブ無線の定義
　・  スマート無線，リコンフィグラブル無線等の関連技術

とコグニティブ無線構成要素となり得るその技術検討
　・  コグニティブ無線に関する主要技術特徴，要求，特性

及び利点
　・  コグニティブ無線の適用アプリケーションと周波数管

理へのインパクト
　・  運用関連
　・  移動若しくは他の既存業務（放送，モバイル衛星，固定）

と共存可能にする能力
　・  他のユーザとの共存を保証する周波数共用技術
　・  無線リソースの効率的利用を可能にする方法
 【2007年 6月会合】　　前回会合より持ち出しとなった寄与
文書及び今回新たに入力された寄与文書をもとに PDNQに
向けたWorking Documentの編集がなされた． 

　本標準化は，ITU-RのWGが改組されたため次回からは
WP8AではなくWP5Aで議論がされる予定である．

4．IEEE802における標準化動向

4.1　IEEE802.21

　4.1.1　目　　　的
　IEEE802.21はコグニティブ無線の標準化とは直接には関
係しない．本WGの基本的な目的は，IEEE802で標準化さ
れたシステム間若しくは IEEE802で標準化されたシステム
とセルラ携帯電話システムとの間のハンドオーバの最適化を
行うために必要となるそれぞれのシステム非依存の機構の定
義を行うものである．しかし，システム間のハンドオーバは
コグニティブ無線技術において帯域確保のために必要になる
機能の一つであり，また，後述する IEEE1900.4と非常に考
え方が近いため，本稿ではその動向について紹介を行う．
　4.1.2　概　　　要
　IEEE802.21の特徴として，図 2に示すように基本的に 

第 2層と第 3層との間にMedia Independent Handover  

Function（MIHF）を用意し，情報のやり取りとは別に，
IEEE802.11，IEEE802.16といった各通信システムの 2層以
下に対しては，Information service，Command service（コ
マンドを出す），Event service（link関連のイベントを受け
付ける）機能を有し，3層以上に対しては Information 

service，Command service（コマンドを受ける），Event 

service（MIH関連のイベントを出す）機能を有している［6］．
　4.1.3　現　　　状
　標準化ドラフトドキュメントは 2007年 12月現在，バー
ジョン 8.0（以下，バージョンは vと表記する）に進んでいる．
また，WG内の Lettter Ballotも通過し，WG内外を問わず
新たに構成された Sponsor Memberによる Initial Sponsor 

Ballotも 2007年 8～ 9月に行われた．Sponsor memberは
165名で 2007年 9月 17日に Ballotが終了し，承認率が
62％で 650のコメントが来ており，現状そのコメントを受け
たドラフトの修正を行っているところである．

4.2　IEEE802.22

　4.2.1　目　　　的
　IEEE802.22は 54 MHzから 862 MHzの米国における
VHF/UHF帯におけるテレビ放送と同一周波数帯で，周波
数共用を行いながら　point-multipoint（P-MP）の固定通信
を実現するWireless Regional Area Network（WRAN）の
Medium Access Control（MAC）layerと Physical（PHY） 
Layerの標準化を行うWGである．日本でも米国でも同様
であるが，すべての地域ですべてのテレビチャネルが使用さ
れているわけではない．場所によっては特定のテレビチャネ
ルは使用されていない場合がある（これをWhite spaceと呼
ぶ）．このWhite spaceを一次周波数利用者（primary user）
に干渉を与えない範囲で二次周波数利用者に使用を許可する
ことを検討するものである．この場合干渉量が動的に変化す
ると対応が困難になるため，システムとしては以下の想定を
置いている．
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　（ a）　固定の P-MP通信のみを対象
　（ b）　基地局は専門家によって設置
　（ c）　 センシングによって更新される最新のデータベース

をもつ
　（ d）　 基地局アンテナ高は地上から 75 m程度の高さに設置
　（ e）　 ユーザ側も基地局側と関連づけられ，地上から 10 

m程度の高さに設置
　（ f）　 デバイスが地図位置情報（Geo-location）を利用する

　この IEEE802.22は本稿で紹介する標準化の中で唯一コグ
ニティブ無線技術を利用したシステムの標準化を行っている
WGである．具体的には図 3の点線で示す部分の標準化を行
う［7］．
　4.2.2　特　　　徴
　システムの特徴としては，通信エリアは半径 30 km程度
の Regional Areaを想定し，1チャネル当りの帯域幅はテレ
ビの 1 ch分に相当する 6～ 8 MHz，そして当該周波数帯で

図 2　IEEE802.21のレファレンスモデル（ワーキンググループに提出されている資料をもとに書
かれたイメージ図）

Media Independent Handover Function (MIHF)

第 3 層 / 第 3 層以上のモビリティ制御
ハンドオーバ決定，伝送，アプリケーション部

イベント，コマンド，情報伝送サービス
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図 3　IEEE802.22の標準化対象（ワーキンググループに提出されている資料をもとに書かれた
イメージ図）
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利用されているテレビ放送，ワイヤレスマイク等への干渉を
回避しつつ独自の point-multipoint の固定通信を実現するこ
とが挙げられる．また，FCC等の報告命令（Report and 

Order, R&O），規制制定告示（Notice of Proposed Rule 

Making, NPRM）にも迅速に対応をしている．想定するシス
テムパラメータを表 1にまとめる．基本的には通信方式は
OFDMA型の通信システムを想定している．また，このシ
ステムが保護すべき対象としては，（a）現行のアナログテレビ
放送 NTSC（2009年 2月 17日にディジタル放送に移行予
定 ），（b）ATSC（Advanced Television Systems Commit-

tee）のディジタルテレビ放送，（c）ワイヤレスマイク（FCC 

Part 74デバイス）である．そして，この保護する対象との共
存を図るためにコグニティブ無線技術の導入を行おうとして
いるのが大きな特徴である．この中でも特にワイヤレスマイ
クとの共存の方法に関しては，Task Group 1（IEEE802.22.1）
の中で検討が行われている．具体的な要素技術としては，（1）
免許を有する無線局の保護領域外に IEEE802.22システムが
いるかどうかを判断する Geo-locationの利活用，（2）テレビ
チャネルの使用の有無を検出するために一定のしきい値で無
線の電波利用環境を認識するスペクトルセンシング技術の利
活用，（3）既存局からどのチャネルが利用可能かを示す制御信
号を送信してもらう，制御信号の利活用が挙げられる．この
中でも特に（1）と（2）についてはそれぞれアドホックグループ
がWG内で設置され，検討が進められている．（2）に関して
は既に目標とされる検出信号電力が（a）NTSCに対しては
－ 94 dBm（測定帯域幅 6 MHz），（b）ATSCに対しては 

－ 116 dBm（測定帯域幅 6 MHz），（c）ワイヤレスマイク 

－ 107 dBm（測定帯域幅 200 kHz）と大変厳しいセンシング
能力が IEEE802.22の機器に要求がされており［8］，この要
求に今後どのように対応していくのかが問題となる．
　4.2.3　現　　　状
　2004年 9月に Project Authorization Request（PAR）が承

認され，2005年 1月より標準化のための審議が開始された．
そして 2005年 9月にはシステムの提案募集がされ，2006年
3月にはすべての提案が一本化され標準化ドラフトドキュ
メントの作成が開始された．2007年 11月現在，当該標準化
ドラフトドキュメントをWG内の Letter Ballotをかけるべ
く審議が進められている．また，IEEE802.22.1に関しても
標準化ドラフトドキュメント v1.0の Letter Ballot（注 1）が行
われたが，目標とする 75％以上の承認を得ることができず
コメントに基づいた修正を行い v2.0作成を行い 再 ballotが
行われているところである．

5．IEEE1900における標準化動向

5.1　IEEE1900（SCC41）
　IEEE1900は 2005年の第 1四半期に IEEE Communica-

tions Society と IEEE Electromagnetic Compatibility

（EMC）Societyが共同で設立した Standard Committeeで
ある．目的は次世代の無線及び Spectrum managementを開
発する上で必要となる新しい技術をサポートするための標準
を決めることにある．この IEEE1900のマネージメントの
もと，後述する IEEE1900.1，IEEE1900.2，IEEE1900.3と
い っ たWG及 び， 後 に IEEE1900.3と 統 合 化 さ れ る
IEEE1900.A，後に IEEE1900.4となる IEEE1900.Bの活動
が行われていた．しかし，2007年 3月 22日，IEEE Stan-

dard Boardはこの IEEE1900を Standards Coordinating 

Committee 41（SCC41），Dynamic Spectrum Access 

Networks（DySPAN）という組織に再編することに承認し
た．再編後もスポンサーとなるソサイエティは変わらず，ま
た，活動しているWGもそのまま IEEE1900の呼称は引き
続き使用することになっている．基本的には SCC41は
Dynamic Spectrum Access Networkの分野の標準化プロ
ジェクトを支援し　IEEEの標準化間の協調と情報交換を促
進することが目的である．2007年 12月現在，次節より示す
四つのWGが活動を行っている．SCC41のミーティングは
年に 3回（2007年は 4月，7月，12月，2008年は 3月，7月，
10月）行われ，各WGはこの SCC41ミーティング時以外に
も適宜会合がもたれている．ホームページは http://www.

scc41.org/である．
5.2　IEEE1900.1

　5.2.1　目　　　的
　 こ の 標 準 化WGは Spectrum management，Cognitive 

radio，Policy Defined Radio，Adaptive Radio，Software 

defined radio等の次世代無線通信システムの技術分野の中で
かぎになるコンセプト，用語を詳細に定義，説明することに
ある．また標準化資料の中ではどのようにこれらのコンセプ
トが関連づけられるのかも決めることを目的にしている．こ
の標準化のゴールは非常に ITU-WP8Aと似ており，その一

（注 1）：IEEE標準化ドキュメントの承認を行う過程の第 1段階にあた
り，各委員会の投票権所有者による投票で 75％以上の賛同が得られるこ
とが必要．

表 1　IEEE802.22のシステムパラメータ

パラメータ 仕様

周波数帯 54～ 862 MHz

帯域幅 6 and/or 7, and/or 8 MHz

データレート 4.84～ 24.2 Mbps

周波数利用効率 0.81～ 4.03 bps/Hz

変調方式 QPSK, 16QAM, 64QAM

誤り訂正符号化率 1/2, 2/3, 3/4, 5/6

最大放射電力 4W

多元接続 OFDMA

FFTの本数 2048

シンボル長に対するガード時間 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

複信方式 時間分割複信（TDD）
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部は ITU-WP8Aにおいても米国若しくは IEEEの名前で寄
与文書の形で入力されつつある．
　5.2.2　現在までの進ちょく
　本標準化WGの進ちょく状況は以下のようになっている．
　・  Project Authorization Request（PAR）が承認される（2005

年 3月 4日）．
　・  IEEE1900.1の draftがWG内で承認される（2007年 7

月 9日）．
　・  Revisedされた PARの承認が IEEE-SA内で承認され

る．
　・  Ballotへの招待がなされ，83機関が Ballotチームに入

る（2007年 7月～ 8月）．
　・  Mandatory Editorial Coordination Reviewが終了する
（2007年 8月）．

　・  project sponsor Communications Society Boardによる
ballotに対する承認がなされる（2007年 8月）．

　・  Initial Ballotが行われる（2007年 9月 7日～ 2007年 10

月 7日）．結果は 52が肯定的な投票，10が negativeな
投票であり，84％が承認した．そして 454のコメント
が提出された．

　・  Ballotの 結 果 に 基 づ き Ballot Comment Resolution 

Group（2007年 10月 7日～現在）が活動中，2007年中
に Comment resolutionを終了する予定．

5.3　IEEE1900.2

　5.3.1　目　　　的
　本標準化WGは帯域内及び近接チャネルからの干渉量及
び無線システム間で共存可能性を解析するために推奨される
手法について検討をしている．基本的には対象とする干渉及
び共存方法についてのシナリオを決め，そのシナリオに合わ
せ測定結果に基づき干渉を弁別し，その後，モデリング，解
析，テストの結果，干渉が非常に害を及ぼすものかどうかを
判断するために必要となる方法について明記している．
　5.3.2　現在までの進ちょく
　本標準化WGの進ちょく状況は以下のようになっている．
　・  Project Authorization Request（PAR）が承認される（2005

年 2月）．
　・  Initial Ballotが行われる（2007年 8月 3日締切り）．112

人のメンバにより評価され，319のコメントが提出され
た．現在コメントに従い修正が行われているところで
ある．2007年 10月現在，再 ballotの結果 56のコメン
トが残っており，2008年 1月に再 ballotが行われた結
果通過した．現在，IEEEの標準化コミティでの最終
承認にかける準備が行われている．

5.4　IEEE1900.3，IEEE1900.A

　IEEE1900.3は IEEE1900発 足 時 に は Software defined 

radioの Software Moduleの適合性評価のために推奨される
手法について検討がされてきた．しかし，Software Module

の評価は作り手によって多くの選択肢があり，困難を極める
が狭い範囲の標準化になることが懸念され，実際スケジュー

ルどおりに運ばなかったことと，IEEE1900.Aとして，
Dynamic Spectrum Accessを利用した無線システムに対す
る各種規制（regulatory）への適合性の評価方法に関しての標
準化を検討していたこともあり，この二つのWGを統合化
させ新しく IEEE1900.3として標準化検討WGを発足させ
ることになった．現在，新しい，Project Authorization 

Request（PAR）が準備され，IEEEの Standards Associa-

tion/Standards Board（SASB），IEEE-SASB New 

Standards Committee（NESCOM），IEEE EMC Society 

Standards Committee（SDCOM）での承認待ちの状態である．
こ の 新 し い IEEE1900.3の Scopeは Dynamic Spectrum 

Accessを行うことができる無線システムの各種規制への適
合性及びその利害関係者（stakeholder）による評価のために
使われるテスト及び解析手法について決定を行うものであ
る．この Dynamic Spectrum Accessを行うことができる無
線システムとは例えば，DARPA XG，IEEE802.22，TV 

White speceを用いた通信システムが挙げられる．現在の活
動は，この Dynamic Spectrum Accessを行うことができる
無線システムに関する利害関係者との情報交換及びテストフ
レームワークの構築の検討が行われている．

5.5　IEEE1900.4

　5.5.1　目　　　的
　本標準化WGの目的は，複数の RAT（Radio Access 

Technology，無線アクセス技術）が存在する環境において無
線システム全体の収容能力とサービス品質を向上させるため
に必要となるシステムアーキテクチャ，ネットワーク側，端
末側で具備する機能の定義，requirementをまとめることに
ある．ここで RATとは，例えば，第 3世代移動通信システ
ムや無線 LAN，WiMAXのような，無線アクセス技術のこ
とである．この無線資源利用の最適化を実現するために，
IEEE1900.4では，ネットワーク再構成マネージャ（Network 

Reconfiguration Manager, NRM），端末再構成マネージャ
（Terminal Reconfiguration Manager, TRM），そして，それ
らの間で通信される情報を定義する．そして，異種無線アク
セスネットワークにおいて，ネットワークと端末に意思決定
の機能を分散させ，周波数の利用制御を含む無線資源利用の
最適化を支援する［10］．図 4に，想定するネットワークのイ
メージを示す［5］．ここでは，単一の無線アクセス技術から
構成される基地局やネットワークを含むネットワーク構成要
素全体をまとめて，Radio Access Network（RAN）と定義
している．また，複数の RANから構成されているシステム
運用の単位を Composite Wireless Network（CWN）と定義
する．CWNを運用するオペレータは，単一の場合もあれば
複数の場合も考えられる．端末は，複数のアクセス技術をサ
ポートしているだけでなく，それらを同時に使用することも
想定する．IEEE1900.4では，物理的な無線リンクの上にマッ
ピングされる論理的なチャネルを定義しており，これを
Radio Enabler（RE）と呼んでいる．REは，データ通信と
同一の RAN（in-band）を使用することもあれば，専用の
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RAN（out-of-band）を使用することもある．また，単一の
RANにマッピングする場合もあるし，複数の場合も考えら
れる． 

　5.5.2　現在までの進ちょく
　IEEE1900.4は 2006年 12月に PARが承認され，第 1回
目の会合が 2007年 2月に行われた．以来 2007年の 12月の
時点で，6回の会合が開催されている（2007年 2月，3月，6月，
7月，10月，12月）．また本標準化の投票権は個人ベースで
はなく所属する機関ごとに投票権がある．2007年 12月の時
点で 21機関が投票権をもつ．会合は基本的には標準化ドラ
フトドキュメントの章構成に基づき入力文書を募集し，入力
文書に基づいた審議の結果，各ドキュメントの作成を行い承
認をとるという流れになる．現在，2007年 12月会合の時点
で標準化ドラフトドキュメント v1.2の作成が終了した．
　5.5.3　特　　　徴
　IEEE1900.4の特徴としては，対象とする利用事例（Use 

Case）を三つに限定し標準化を行っているところである．
　まずは図 5に示す Dynamic Spectrum Assignmentであ
る．これは Regulatorまたは Network Management Autho-

rity（これらを合わせて，Network Management Entityと呼
ぶ）が決定する制限規則に従い，CWN内の RANに対して，
一定の地域や時間に運用される周波数帯域を動的に割り当て
る処理及び機構のことをいう．同図では二つの周波数帯域
Band #1と Band #2が，異なる RATに対して割り当てら
れていると仮定しており，動的にその利用できる帯域幅が変
化するものである．この利用事例を適用する例としては，第
3世代携帯電話に使われていた周波数帯域をその使用率に合

わせてダイナミックにWiMAX用に再割当する場合等が考
えられる．
　次は図 6に示す Dynamic Spectrum Access（DS-Access）
である．これは，異なる無線アクセスネットワークと端末が，
全部あるいは部分的に重複する周波数帯域を複数の RATに
おいて動的に使用する場合に必要となる処理及び機構のこと
をいう．この際，制限規則に従い，相互干渉が許容されるレ
ベルに収まるように制御される．また，ネットワークと端末
間の調整は，必要になる場合もあれば，ならない場合もある．
この利用事例を適用する例として，使用されていないテレビ
周波数帯域に IEEE 802.22のようなアンライセンスの二次
利用者がアクセスする場合が考えられる．
　最後は図 7に示す Distributed Radio Resource Usage 

Optimizationである．これは，ネットワークと端末が協調す
ることにより，無線資源の最適な利用を分散的に行うことを
可能にする処理及び機構のことをいう．この利用事例を適用
する例として，（1） 通信に使用している IEEE 802.11gのアク
セスポイントにおいて接続数が増加してパケットロスが増加
したので他のアクセスポイントに接続する，（2） アプリケー
ションの実行に必要な帯域が得られないので複数の無線リン
クを同時に確立して帯域を統合する場合，等が考えられる．
　また，IEEE1900.4で検討をしているシステムアーキテク
チャ（System Architecture）を図 8にそれぞれ示す．ネット
ワーク側には，NRM，RRC，RMC，NMAという四つのエン
ティティ（entity）で定義をしている．Network Reconfigu-

ration Manager（NRM）は，周波数利用の最適化をネットワー
クと端末に分散させるために，CWNと端末を管理するエン

802.11n
WiMAX

UMTS

TRMTRM

policy
context information

user’s preferences
context information

measurements

RAN

RAN

RAN

CWN

NRM: Network Reconfiguration Manager
TRM: Terminal Reconfiguration Manager
RAN: Radio Access Network
CWN: Composite Wireless Network

RAN

NRM reconfiguration

NRM
TRM
RAN

図 4　IEEE1900.4で想定するネットワークのイメージ［10］

NRM：ネットワーク再構成マネージャ
TRM：端末再構成マネージャ
RAN：無線アクセスネットワーク

再構築
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ティティである．RAN Reconfiguration Controller（RRC）は，
NRMによる RANの再構成を可能にするエンティティであ
る．Radio Measurement Collector（RMC）は，RANに関す
る測定結果を NRMに提供するエンティティである．
Network Management Authority（NMA）とは，周波数の利

用に関して NRMに指示を行う権限をもったエンティティで
ある． 

　一方，端末側には，TRM，TRC，TMCという三つの
エンティティで定義をしている．Terminal Reconfiguration 

Manager（TRM）は，NRMによって定義された枠組みの中

報告：コグニティブ無線の標準化動向 53

小
特
集

Spectrum

RAT* #1 RAT* #2

Band #1 Band #2

NRM

TRM

Radio
Enabler

TRM

Network Mgt 
Entity

Spectrum

RAT* #1 RAT* #2

Band #1Band #1 Band #2Band #2

NRM

TRM

Radio
Enabler

TRM

Network Mgt 
Entity

Network Mgt Entity
RAT

図 5　IEEE1900.4で検討される利用事例 1（Dynamic Spectrum Assignment）［10］
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図 6　IEEE1900.4で検討される利用事例 2（Dynamic Spectrum Access（DS-Access））［10］
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図 7　IEEE1900.4で検討される利用事例 3（Distributed Radio Resource Usage Optimization）［10］
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図 8　IEEE1900.4で検討されるシステムアーキテクチャ［10］
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で，ユーザプリファレンスと利用可能なコンテクスト情報と
の整合性をとりながら，周波数利用の最適化をネットワーク
と端末に分散させるために端末を制御するエンティティであ
る．Terminal Reconfiguration Controller（TRC）は，TRM

による端末の再構成を実行するエンティティである．
Terminal Measurement Collector（TMC）は，端末で取得可
能な電波の利用状況を取得し，その測定結果を TRMに提供
するエンティティである．今後は，NRMと TRMの内部の
機能ブロック並びに NRMと TRMとの間でやり取りされる
Information model及びやり取りを行うための手順（proce-

dure）に関してのガイドラインがまとめられ，標準化ドラフ
トドキュメントがまとめられた後，Sponsor Ballotが行われ
る予定である．また現在，この NRMと TRMとの具体的な
通信方式，プロトコル等を定義するための標準化プロジェク
ト（ 番 号 が 付 く と す る と IEEE1900.4aか 若 し く は
IEEE1900. 4.1）も提案されつつあり，この IEEE1900.4のド
キュメントをもとにシステムの標準化等も行われる可能性も
検討されている．また，最後に図 9に IEEE1900.4の参照モ
デルを示す．図 2と図 9を比較すると IEEE802.21は基本的
には第 3層より下の層でシステムの切換のための情報収集，
イベントの作成，コマンドの生成を行うのに対し，
IEEE1900.4では 3層より下の層には TMC/RMC若しくは
TRC/RRCといった，リソースの測定機能及び機能変更を行
う機能のみをもたせ，NRM/TRMといった機構は 3層以上
にもたせるところが特徴である．

6．日本の動向と今後の展開

　以上，コグニティブ無線技術を用いた標準化動向をまとめ
てきたが，日本においては現状，同一周波数帯で複数の事業
者に免許を与えたり（2.4 GHz帯 ISMバンドは除く），現状
のサービスを行っている周波数帯に重畳して新しい通信シス
テムの使用を許可するといった政策はまだ行われていない
（UWBシステムは除く）．現在は研究開発のフェーズという
位置付けでこのコグニティブ無線を取り扱っているところで
ある．具体的には前述したように総務省においては電波利用
料を用いた研究開発（R&D）として「移動通信システムにおけ
る高度な電波の共同利用に向けた要素技術の研究開発」を立
ち上げその中で「コグニティブ無線端末機の実現に向けた要
素技術の研究開発」［2］，「コグニティブ無線通信技術の研究開
発」［5］という題目で 2005年 12月より 2008年 3月まで検討
が行われている［11］．また，2008年度に向けた「ICT国際競
争力強化重点技術戦略」 18テーマの一つに挙げられ，国とし
ての研究開発を支える土台は確実に築かれている．また，上
記の ITU等に対しても積極的に寄与を行うように呼びかけ
は行っている．しかし，研究開発を行う側はコグニティブ無
線技術の研究開発の土台にこたえるだけの十分な準備はでき
ているかどうか筆者は非常に疑問をもっている．そしてこの
コグニティブ無線に関しては筆者にはどうも行政側の方がコ
グニティブ無線技術に関しては研究者側を先んじて進んでい
るような気がする．理由は，上記標準化に参加をし，寄与文
書による貢献並びに動向調査を行っている人数の少なさであ
る．例えば現状の IEEE802.21の標準化ドラフトドキュメン

図 9　IEEE1900.4のレファレンスモデルの例（ワーキンググループに提出されている資料をもと
に書かれたイメージ図）

1900.4 の検討範囲

マネージメントシステム（ネットワーク，端末）
ネットワーク，端末が元来もつ各層のマネージメントシステム

RM：再構築マネージャ（ネットワーク側，端末側）
MC：測定コントローラ（ネットワーク側，端末側）
RC: 再構築コントローラ（ネットワーク側，端末側）

ネットワーク / 端末にかかわらず以下の動作を行う
マネージメントシステムからの情報及び伝送部を介して得たシグナリング
情報等を MC 等で受け，RM で選択すべきシステムを決定し，その決定した
システムを RC が各エレメントに伝える

伝送部（ネットワーク，端末）  ネットワーク / 端末エレメント

SAP：サービスアクセスポイント

再構築情報シグナリング情報
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トにおいて見ることのできる日本人名は 4人ほどしか見あた
らない（現実的には 1名のみが現在も貢献していると推察さ
れる）．また，IEEE802.22も早期から現在まで会合に参加 

し，投票権を有している方は日本からは 1名しかいない．ま
た，IEEE1900.4等においても第 1回会合から標準化ドラフ
トドキュメントの半分が決定した 4回会合までに参加してい
る機関は 1機関（筆者が所属する NICT）のみである（現状は
11機関まで増えた）．こんなに少ない投票権をもった参加機
関数では，会議のコントロールは事実上無理であり，思った
仕様を標準に入れることはできない．ではコグニティブ技術
は今後使用されないのか？
　現在，移動通信に適した VHF/UHF帯から 6 GHz以下の
周波数帯は 2007年 12月時点においても既に逼迫しており，
今後 2010～ 2015年までに出てくる新しいシステムは，確実
に現在のシステムよりもブロードバンド化が求められてく
る．ただし，ブロードバンド化はイコール通信エリアの縮小
にもつながるので，ブロードバンド化はより複数の通信シス
テムを同一周波数帯でマネージメントすることに適している
ものである．すなわち何らかの形で我々はこのコグニティブ
無線技術と対峙せざるを得ないときがくる．
　また，「本当にすべての人が利用しようとしている電波の利
用状況をすべて管理できるのか」という疑問もあるかもしれ
ないがこれもナンセンスである．現状の Google社が運営す
る Gmailで一人当りに無料で割り振られている GByteオー
ダの記憶容量を考えると，だれも今から 10年後の一人当り
が無料で使用できる記憶容量は予測はできないのである．す
なわち，“そもそもコグニティブ無線通信技術など実現できる
のだろうか”という非常に Low levelな，“立ち止まった”議論
はやめ，積極的にこの思想を取り込み，この「コグニティブ
無線通信技術」の視点から現在の研究開発活動を今一度見直
す必要性がある．理由は世界中が「コグニティブ無線通信技
術」の実用化に向けて何らかの形で動き出しているからであ
る．日本のこのような一時の“立ち止まり”が多くの標準化へ
の貢献を阻害してきた．標準化活動とは自分の研究開発成果
（＝知的所有権）を入れ込み日本から日本外への不毛なお金の
流出を防ぐことであると筆者は考える．そのためには標準化
活動に最初から参加し，会合の流れを作り，自分たちの知的
所有権をできるだけ多く入れることである．これがひいては
日本の国際競争力アップにつながることになる．もちろん標
準化されたからといって必ずしも使われるとは限らない．し
かし，使われる標準化だけ参加するというのは非常に難しい．
それはあまりにも虫がいい話である．地道な努力が標準化策
定につながることになる．本稿が少しでも標準化に興味を
もって頂ける糸口になれば幸いである．
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1．ま え が き

　コグニティブ無線技術は，周波数資源の有効利用という観
点から近年世界各国で積極的に研究開発が行われている．日
本においても，携帯電話の爆発的普及に伴う周波数資源の逼
迫が顕著な問題となり，周波数有効利用技術としてのコグニ
ティブ無線に大きな期待が寄せられており，総務省の最重点
施策の一つに挙げられている．
　ソフトウェア無線研究会（以下 SR 研）は，これまでコグニ
ティブ無線研究の先頭に立って活動を行ってきたと自負して
いる．本報告では，日本におけるコグニティブ無線研究のあ
ゆみを，ソフトウェア無線研究会の活動から振り返る．

2．ソフトウェア無線研究会（SR 研）について

　SR 研は，1999 年に通信ソサイエティの時限研究会として
設立され，6 年間の時限研究会の間に 17 回の第 2 種研究会
を開催した．2005 年には常設研究会に移行し，現在まで約 3 

年間活動を行ってきた．常設研究会になってからは，一般講
演に加えて，パネル討論，チュートリアル講演などの企画を
毎回の研究会の中で実施し，ソフトウェア無線という複合・
融合領域における課題発掘・方向付け・情報共有などを絶え
ず模索している．

3．SR研におけるコグニティブ無線のあゆみ

3.1　コグニティブ無線の黎明期─ 2004 年
　ソフトウェア無線技術の登場により，ソフトウェア制御に
よるマルチモード・マルチシステム動作が注目を集め，1999 

年の SR 研発足当初から，既に現在のマルチモード型のコグ
ニティブ無線を意識した発表が散見されてきたが，筆者は日
本における現在のコグニティブ無線研究の隆盛の源流が
2004 年に見られると考える．
　2004 年 5 月には E2Rプロジェクトに関する招待講演を実
施している［1］．E2R（End-to-End Reconfigurability）は欧

州連合（European Union, EU）の第 6次研究枠組み計画
（Sixth Framework Program, FP6）における情報社会技術
（Information Society Technologies, IST）分野のプロジェク
トの一つであり，2004 年から活動を開始している［2］．E2R 

では，様々な既存の無線ネットワークを利用し，利用者の嗜
好に応じて，エンド・エンドの観点で，ユーザ端末から IP

ネットワーク，サービスまでを動的に再構成するシステムを
実現することを目指している．
　一方，FCC Spectrum Policy Task Force の元シニアテク
ニカルアドバイザによる発表［3］は，2002 年に FCC によっ
て新たに発表された周波数政策の指針である Spectrum 

Policy Task Force report［4］におけるコグニティブ無線へ
の取組みを紹介している．この中で提言されている，既割当
周波数の“opportunistic and dynamic”な利用，すなわち利用
率の低い周波数帯に対して，本来業務である一次利用者が随
時優先利用を担保しつつ，周波数が使用されていない時間を
見計らって他の利用者が二次的に利用することを，コグニ
ティブ無線のアプローチにより実現する，という記述は，ダ
イナミックスペクトルアクセスがコグニティブ無線の本質で
あると印象づけた．この流れは，FCC におけるテレビ周波
数帯でのコグニティブ無線の開放，引き続いての IEEE 

802.22 WRAN（Wireless Regional Area Network）の標準化
へと連綿と続いている．
　これらの海外の動きと前後して，国内からもコグニティブ
無線を意識したマルチモード型ソフトウェア無線のシステム
選択やリソース割当に関する論文が増えている［5］～［7］．
　現在のコグニティブ無線における大きな二つの流れ
　・ 既存システム間のシームレスハンドオーバ
　・  利用率の低いスペクトルを二次利用するダイナミック

スペクトルアクセス
が，いずれも 2004 年に SR 研での議論の俎上に上げられた
のは興味深い．

ソフトウェア無線研究会における
コグニティブ無線研究のあゆみ
高田潤一　東京工業大学　
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3.2　コグニティブ無線研究の本格化─ 2005 年
　2005 年は SR 研が時限研究会から常設研究会に移行した
年である．
　5月の発足記念シンポジウムでは，海外からの招待講演と
して FCC Spectrum Policy Task Forceの元議長によるダイ
ナミックスペクトル政策への挑戦［8］，及び beyond 3Gを目
指した E2Rプロジェクトの第 2フェーズへ向けての取組み
［9］が紹介された．国内からも，MAC層と連係動作しアダ
プティブアレーで干渉を回避しながら自律分散的にマルチ
ホップ経路を構築するコグニティブ無線の提案［10］，移動通
信に適した V/UHF帯から 6 GHz帯までを広くカバーする
コグニティブ無線を利用した通信システムの基礎検討［11］が
発表された．［11］では，まだあいまいであったコグニティブ
無線の概念を整理し，既存の異種システム間のシームレスな
通信を行う第 1世代，複数の無線ネットワークが知能をもち
シームレスな通信を行う第 2世代，基地局が知能をもち無線
機能も自由に変化しシームレスな通信を行う第 3世代と，コ
グニティブ無線の進化のロードマップを示している．
　11 月には E2R プロジェクトの研究者を招き，チュートリ
アルセッションを実施した（表 1）．ビジネスモデルという，
一見すると技術と直接関係ない話題が，ヘテロジニアスな
サービスの実現には最初に議論を必要とするという観点は新
鮮であった．
　ほかにも「コグニティブ無線への期待と課題」と題して初め

てのパネル討論を実施した（表 2）．当時は主催者側も手探り
状態であり，関係ありそうな話題をすべて網羅することを試
みた．イブニングセッションに場を移して展開された議論は
法規制に集中し，コグニティブ無線実現のための法的枠組み
の重要性に図らずも焦点が当てられた．

3.3　コグニティブ無線のメインストリーム化─ 2006 年
　2006 年になると，コグニティブ無線は SR 研が網羅する
研究領域の中でも一番活発な分野となり，発表件数も激増し
ている．
　3月の移動通信ワークショップでは，ワイドバンドシステ
ム研究会（WBS 研）との共催で“Underlay or Cognitive 

Radio”と題したパネル討論を開催した（表 3）．アンダレイ技
術とは，既存の無線通信システムに干渉を与えない微弱な電
力により同一周波数での共存を図る技術であり，超広帯域
（UWB）無線通信はその代表例である．UWB 無線通信の利
用については，既存無線通信システムへ与える干渉問題が幅
広く議論されており，周波数帯域の二次的利用を行うダイナ
ミックスペクトルアクセスにおいても，UWBでの干渉検討
の結果が採用される可能性があり，将来的な法規制の枠組み
を考える上で両者は密接な関係をもつと考えられる．
　4月の研究会では SDR Forum［12］との合同セッションを
実施した．中でも，テレビ放送帯域でコグニティブ無線を導
入した地域無線ネットワーク IEEE 802.22の標準化に関す
る韓国の活動報告［13］では，たとえ現時点では FCC のロー
カルルールに準拠した標準であっても，技術の蓄積や本格的
なコグニティブ無線システムの標準化への準備を目的として
IEEE 802.22 に積極的に貢献する姿勢を明白にしていた．
　このほか，2005 年度に改正された電波法のもとで，電波
利用料の使途として「電波資源拡大のための研究開発」が追加
されたことを受け，同年研究開発課題の一つとして「移動通
信システムにおける高度な電波の共同利用に向けた要素技術
の研究開発」が取り上げられ，四つの個別研究課題のうちコ
グニティブ無線を扱った「コグニティブ無線端末機の実現に
向けた研究開発」「コグニティブ無線通信技術の研究開発」に
ついて，その概要が招待講演として報告された［14］，［15］．
前者は，通信環境認識技術とシステム選択・多重伝送技術の
研究開発を行うもので，広帯域 RF 回路の開発やセンシング
ソフトウェア，複数通信システムを束ねた端末側におけるリ

表 2　パネル討論「コグニティブ無線への期待と課題」（2005年 11月）

　1． 原田博司（NICT），“イントロダクション”
　2． 中村裕治（総務省），“ワイヤレスブロードバンド環境の構

築とコグニティブ無線への期待”
　3． 鈴木康夫（東京農工大），“ソフトウェア無線からコグニティ

ブ無線へ”
　4． 杉山敬三（KDDI 研），“コグニティブ無線とネットワーク

技術”
　5． Karim El-Khazen （E2R Project/Motorola Labs）, “Cogni-

tive Radio in End-to-End Reconfigurable Systems”
　6． 大平　孝（ATR），“電波情報セキュリティへの取り組み”
　7． 荒木純道（東工大），“ソフトウェア無線のための RF回路技

術の課題”
　8． 末松憲治（三菱電機），“SDR端末用マイクロ波回路の技術

動向”
　9． 濱住啓之（NHK），“Broadcasting and Cognitive Radio”
　10． 小花貞夫（ATR），“ユビキタス ITSとコグニティブ無線”

表 1　�E2R Tutorial Session on Cognitive and Reconfigurable 

Radio Network, Nov. 2005

　1． K. El-Khazen, “E2R System Research: Key outcomes of 

Phase 1”

　2． S. Hope, “E2R Business Models Research and Unified 

Business Model (UBM)”

　3． B. Steinke, “E2R Equipment Configuration Management 

and Control (CMM/CCM)”

表 3　パネル討論「Underlay or Cognitive Radio」（2006 年 3 月）

　1． 眞田幸俊（慶大），“MMAC フォーラム UWB 実証実験タス
クフォース実験報告”

　2． 河野隆二（横国大），“超広帯域（UWB） 無線システムに関
する法制化の最新動向”

　3． 山口博久（日本 TI），“Detection-and-Avoidance（DAA）
Technology for UWB”

　4． 倉持雄三（フリースケール），“UWB 導入のための周波数共
有の考え方─ UWB スペクトルマスク規制値の差につい
て─”
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ソース割当技術などが含まれる．後者は，無線リソース制御
技術，自律的基地局間ネットワーク構築技術，通信経路制御
技術の研究開発を行うもので，マルチバンド・マルチチャネ
ル共有，災害時を想定した基地局間相互接続技術とネット
ワーク自律制御技術，複数経路を利用したエンド・エンド経
路構築と品質制御などが含まれる．同研究課題は 2008年 3 

月まで継続しており，この報告以後，両プロジェクトに関す
る多数の成果が SR 研で報告されてきた．
　9月のソサイエティ大会では，「コグニティブ無線」をタイ
トルに公募のオーガナイズドセッションとパネル討論を企画
した．オーガナイズドセッションには 22 件の一般投稿が集
まり，非常に盛況であった．テーマもセンシング，伝送，
MAC，アーキテクチャ，ルーチングなど多岐にわたった．
パネル討論は 4名のパネリストを招いて実施された（表 4）．
システム間ハンドオーバを主とするコグニティブ無線におけ
るネットワークの重要性，ユーザのニーズと実現可能性のバ
ランスを考慮した短距離コグニティブ無線システムの検討
例，日本でのコグニティブ無線検討における過度な既存法規
制の重視への警鐘，公共交通からマイカーへのシフトと同様
な無線のパラダイムシフト，などが議論された．
　11月の研究会では「コグニティブ無線に関する法制化，標
準化」と題してパネル討論が行われた（表 5）．講演では，
ITU-R SG8 におけるソフトウェア無線・コグニティブ無線
の検討状況，IEEE 802.22 の標準化検討動向，総務省の電波
開放政策，特にアナログテレビ放送終了後の V/UHF 帯の
有効利用に関する検討状況，電波政策に基づいたミリ波
PAN（Personal Area Network），IMT-Advanced，V/

UHF共同利用型ブロードバンドシステム，UHF帯以下の
ITS，UHF帯以下の小電力システムの五つのトレンドなど
について報告が行われた．討論は懇親会後のイブニングセッ

ションで行われ，日本における標準化のあるべき姿などにつ
いて，活発な議論がなされた．
　E2R IIとの合同ワークショップでは，E2R II から 4件，
SR 研から 2件の報告があり，相互の意見交換という色彩を
強めた（表 6）．
　その他，一般講演でもコグニティブ無線関連の報告が 19

件中 11件を数えた．
　12 月に発行された IEICE Trans. Commun.の Special 

Section on Software Defined Radio Technology  and Its 

Applicationsでは，ソサイエティ大会のパネル討論でも議論
されたコグニティブ無線に関する日米比較に関する招待論文
が掲載された［16］．

3.4　コグニティブ無線の隆盛─ 2007 年
　2007 年になると，コグニティブ無線の研究は一段と盛ん
になり，同時に実現技術としてのソフトウェア無線技術，特
に RF 技術やプロセッサ技術，インテグレーションなども
いっそう研究が盛んになっている．
　3月の移動通信ワークショップでは，前年に引き続き
WBS研との共催で特別セッション「WPAN環境における干
渉回避技術」が企画され，通信経路制御技術［17］やメッシュ
ネットワーク技術［18］に関する最新動向が報告された．
　このほか，コグニティブ無線技術に関して 20件を超える
一般講演が行われたが，そのうち，新たなコグニティブ無線
アーキテクチャである「コグニティブ無線クラウド（CWC）」
に関する発表が 11件と群を抜いて多かった．CWCの特徴
［19］として，（1） オペレータの枠にとらわれずある時空間で
利用し得るネットワークコンポーネントを利用しユーザ特性
などに応じてオープンかつセキュアなネットワークを再構成
可能である，（2） 動的な分散制御によりロバストなネット
ワークが再構成可能である，（3） ネットワーク再構成後もオ
ペレータに無関係にサービスが継続される，という 3点を挙
げている．
　同じく 3月の総合大会では，一般講演セッション「ソフト
ウェア無線」の 35件の発表のうち，30件がコグニティブ無
線に関するものであり，センシング，CWC，ネットワーク

表 5　�パネル討論「コグニティブ無線に関する法制化，標準化」
（2006年 11月）

　1． 吉野　仁（NTT ドコモ），“ITU-R におけるコグニティブ
無線の標準化活動の状況”

　2． 佐々木重信（新潟大），“IEEE802.22における標準化動向”
　3． 小泉純子（総務省），“総務省の電波政策と最近の動向”
　4． 原田博司（NICT），“各種電波政策に対する Software 

Defined Cognitive Radioの必要性”

表 4　パネル討論「コグニティブ無線」（2006年 9月）

　1． 野原光夫（KDDI），“ネットワーク適用の観点からの期待と
技術課題”

　2． 富岡多寿子（東芝），“コグニティブ無線への期待と技術開
発課題”

　3． ミラージェームス（マンスフィールドフェロー /FCC），
“SDRとコグニティブ無線の行政動向の日米比較”

　4． 藤井威生（東京農工大），“コグニティブ無線の研究課題と
その将来像”

表 6　Joint E2R and IEICE-TCSRWorkshop, Dec. 2006

　1． D. Bourse (Motorola), “E2R II . Project Overview”

　2． K. Moessner (Univ. Surrey), “Flexible Spectrum 

Management and Cognitive Radio in E2R”

　3． J. Martin (CEA-Leti), “E2R II Prototyping Environment: 

The Mobile Terminal Point of View.”

　4． K. Moessner (Univ. Surrey), “E2R II Regulatory 

Research”

　5． H. Harada (NICT), “Research and Development on 

Software Defined Cognitive Radio Technology”

　6． M. Nohara (KDDI), S. Hanaoka (Hitachi), A. Otsuka 

(Mitsubishi Elec.), K. Takeuchi (KDDI Labs), A. 

Yamaguchi (ATR), “Research Activity on Cognitive 

Radio Networks”
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が主なトピックであった．
　5月の研究会でのパネル討論「電波伝搬と周波数共用から
見たソフトウェア無線・コグニティブ無線」では，電波伝搬
モデル及びアナログ回路技術が周波数共用に与える影響を中
心に議論が行われた．討論では，コグニティブ無線に必要な
伝搬モデルとはどうあるべきかに議論が集中し，共用検討の
哲学にまで話が及んだ（表 7）．
　7月の研究会で実施した技術展示では，コグニティブ無線
に関係した展示が多く見られた．特に総務省プロジェクトで
実装した各種試作機［20］～［24］，自律適応型コグニティブ基
地局［25］などの大掛りな展示が目を引いた．
　9月のソサイエティ大会では，前年に引き続き「コグニティ
ブ無線における既存無線システムとの共存技術」と題して，
特にダイナミックスペクトルアクセスに焦点を当てたパネル
討論を実施した（表 8）．講演では，周波数有効技術及び周波
数共用技術を各々無線リソースの節約及び拡大と位置づける
相互補完的な観点，経済学的な視点から完全なコモンズ形式
の免許不要な電波利用が必ずしも最適でないという意見，コ
グニティブ無線に要求される検出レベルの低さと付加情報の
有効性，一次利用システムの信号を積極に活用した二次利用
システムのコンセプト，無線 PAN を照準とした COGSIP 

（COGnitive System for Intelligent Processing）アーキテク
チャなどが披露された．その後の討論では，周波数共用のポ
リシーとシステムコンセプトを中心に議論した．混雑制御や
一次システムへの与干渉など自律分散では解決できない問題
点が指摘される一方，時間をかけて集中制御から自律分散へ
と移行するであろうという期待も表明された．また，日本で

の地上デジタル放送の稠密な周波数利用を例に挙げて「地上
テレビ放送は周波数利用効率が低い」という FCC の見解に
疑問を投げかけられるとともに，被干渉受信機が意思表示で
きない放送業務がそもそもコグニティブ無線による周波数共
用に向いていないのではないかとの意見も出た．
　なお，ソサイエティ大会においても，一般講演セッション
「ソフトウェア無線」の 36件の発表中 31件がコグニティブ無
線に関する内容であった．
　11月の研究会では，E2R IIプロジェクトとの合同ワーク
ショップが開催され，SR研から 4件，E2R IIから 3件が報
告があった（表 9）．特に E2Rアーキテクチャと CWCアーキ
テクチャの相違に関して議論が白熱した．CWC側は，E2R

のアプローチをネットワークがコグニティブ制御を司る
“network centric”，CWCのアプローチをユーザ端末がネッ
トワークからの支援情報に基づきコグニティブ制御を行う
“user centric”として，両者の違いを強調した．E2R IIから
の周波数監理に関する発表では，現実に直面するオーナシッ
プの問題を挙げ，公共安全業務や軍事利用といった周波数の
排他的利用権を全く譲歩しない集団の存在，利益を得られる
保障がなければ排他的利用権の緩和には譲歩しない一般の事
業者を考慮しなければコグニティブ無線の実現は不可能と指
摘している．
　更に，［26］では，異種無線アクセスネットワークにおいて
ネットワークと端末と意思決定の機能を分散させ，周波数の
利用制御を含む無線資源利用の最適化を支援する標準仕様を
策定する IEEE P1900.4 WGの取組みについて紹介があっ
た．
　なお，2007年の SR 研及び大会関連セッションにおける
講演の状況を図 1に，講演件数の多かった研究機関の一覧を
表 10に示す．発表件数は大学，研究機関，通信事業者，メー
カーの間でほぼ拮抗しており，大学の占めるウェイトが他の
研究会に比べて小さいという SR研の大きな特徴となってい
る．講演件数で見ると総務省プロジェクトに関係する機関が

表 8　�パネル討論「コグニティブ無線における既存無線システムと
の共存技術」（2007年 9月）

　1． 三瓶政一（阪大），“周波数共用のためのコグニティブ無線
─概論─”

　2． 湧口清隆（相模女子大），“コグニティブ無線，電波監理政
策からの一考察”

　3． 佐々木重信（新潟大），“コグニティブ無線におけるスペク
トルセンシング技術”

　4． 四方博之（Aalborg Univ），“周波数共用技術：欧州におけ
る研究動向と効率的な共用実現のための一考察”

　5． 小林崇裕（東芝），“メーカーの視点でのコグニティブ無線
研究開発”

表 7　�パネル討論「電波伝搬と周波数共用からみたソフトウェア無
線・コグニティブ無線」（2007年 5月）

　1． 高田潤一（東工大），“干渉評価のための電波伝搬モデルとは”
　2． 藤井輝也（ソフトバンクモバイル），“広帯域移動通信にお

ける時空間電波伝搬モデル”
　3． 佐藤明雄（東京工科大），“電波伝搬と周波数共用：ITU-R

の動向”
　4． 太郎丸真（ATR），“ソフトウエア無線機実用化へ向けて期

待される高周波回路・アナログデバイス技術”

表 9　Joint E2R and IEICE-TCSRWorkshop, Nov. 2007

　1． J. Takada (Tokyo Tech), “Recent Progress on SDR and 

Cognitive Radio in Japan: Review of Presentations in 

IEICE TCSR”

　2． S. Hanaoka (Hitachi), “A Study of Radio Resource 

Management on Cognitive Radio System”

　3． H. Murakami (NICT), et al., “Cognitive Wireless Clouds: 

Network Architecture for Cognitive Radio Technology.”

　4． A. Yamaguchi (ATR), “Routing Management for 

Cognitive Radio Access Network”

　5． D. Bourse (E2R II/Motorola), “E2R Programme Achieve-

ments: Towards Cognitive Radio Systems”

　6． K. Moessner (Univ. Surrey), “E2R Flexible Spectrum 

Management and Cognitive Pilot Channel”

　7． G. Clemo (Toshiba Europe), “E2R Reconfigurable Equip-

ment Architecture”
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報告

小
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上位を占め，最近のコグニティブ無線研究の隆盛を牽引して
いる様子が分かる．一方，これを追い風にして研究会活動へ
参加する研究機関の数も増えており，2008年以後も，ます
ます活発な活動が期待されている．

4．む　す　び

　本報告では，日本におけるコグニティブ無線研究のあゆみ
を，ソフトウェア無線研究会における活動から振り返った．
信学技報等で公表されていない資料に関しては，アーカイブ
を販売したり研究会ホームページで公表するよう努めている
ので参照頂きたい［27］．
　2008年も，1月発刊の IEICE Trans. Commun.における
“Special Section on Cognitive Radio and Spectrum Sharing 

Technology”，1月研究会におけるパネル討論「地域社会にお
けるコグニティブ無線」及び一般講演，移動通信ワークショッ
プにおける「電波利用料 R＆ D研究成果特別セッション」
「オーナナイズド一般セッション」及び一般講演，総合大会に
おけるシンポジウム「コグニティブ無線」及び一般講演まで企
画が確定しており，5月以降も精力的に活動する予定である．

コグニティブ無線に携わるより多くの研究者の参加を期待し
ている．
　なお，紹介した論文については筆者の視点よりピックアッ
プしたものであるが，紙面の関係もあり招待講演やパネル討
論を主として取り上げており，全活動を網羅しているもので
はないことを御了承頂きたい．特にコグニティブ無線の実現
に必要不可欠であるソフトウェア無線機の基盤技術に関する
論文に関する紹介は割愛させて頂いたことを御容赦願いた
い．
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表 10　�2007年 SR研及び大会関連セッション機関別講演件数ラン
キング

NICT 34 19.2％
KDDI（KDDI 研究所含む） 20 11.3％
ATR 12 6.8％
NTT 11 6.2％
日立 9 5.1％
慶大 8 4.5％
東工大 8 4.5％
東芝 8 4.5％
三菱電機 8 4.5％
NTTドコモ 7 4.0％
総件数 177 100％
発表機関数 40 ─

図 1　 2007 年 SR 研及び大会関連セッション業種別講演状況
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高田　潤一（正員）
▶昭 62 東工大・工・電気電子卒．平 4 同
大大学院博士課程了．千葉大助手，東工大
助教授を経て平 18 より同教授．平 15 よ
り NICT UWB 結集型特別 G 研究員，平
18 より同医療支援 ICT G 研究員（兼務）．
元 ITU-R TG 1/8 測定法WG 議長．平 18 
より本会ソフトウェア無線研究専門委員
長．現在は電波伝搬に関する研究に従事．
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　近年，ユビキタス社会実現に向けた
基幹技術として RFIDによる自動認識
技術が注目されており，中でも 5～ 7 
mの長距離通信が可能なUHF帯
RFIDシステムが様々な場面で活用さ
れている．当社はこれまで RFIDの標
準規格 EPC Global C1G2（注 1）に準拠し
たUHF帯 RFIDリーダライタ装置を
開発し，機材管理や車両入退場管理，
工場ラインの生産管理など各方面へ展
開を行ってきた．本稿では 2008 年春
の電波法改正に向け当社が開発したミ
ラーサブキャリヤ方式対応のUHF帯
RFIDリーダライタ装置について紹介
する．
■ミラーサブキャリヤ方式

　UHF帯 RFIDシステムではパッシ
ブ方式（注 2）を用いて長距離読取りを実
現しているため，送信が他リーダライ
タ装置に対して深刻な干渉を与える可
能性がある．このような厳しい環境に
おいて低電力のタグ応答を正確に復調
する必要がある．当社リーダライタ装
置が採用するミラーサブキャリヤ方式
は，受信波（タグからの応答波）の周波

数を送信波の周波数から離調させるこ
とにより他リーダライタ装置からの干
渉を回避する（図 1）．このため，送受
信周波数が同一の方式（FM0方式）と
比較して複数のリーダライタ装置を同
一エリア内に高密度に配置することが
可能となる．
■ 復調技術における工夫

　当社製リーダライタ装置ではアナロ
グ部での BPF（バンドパスフィルタ）
の適用により隣接チャネル干渉に対す
る耐性を高めている．BPF による波形
ひずみが発生した場合，この波形ひず
みをディジタル部で補正する技術を適
用することにより本問題を解決した．
また，適応的な高精度シンボル点位置
推定アルゴリズムの採用により，タグ
からの応答波に重畳される最大約±
15％のクロックレート偏差（C1G2規
格）に追従可能なタイミング再生回路
を実現している．
■ 制御技術における工夫

　当社製リーダライタ装置は RFID シ
ステム間干渉を回避するための独自技
術である A-LBT方式（Advanced-LBT

方式）を実装しており，リーダライタ
装置から他システムのタグへの干渉を
低減することが可能である．また，複
数枚のタグを同時に読み取るためのア
ンチコリジョン方式（ふくそう制御方
式）に関しては制御パラメータを状況
に応じて適応的に切り換える方式を実
装している．このように上位層の制御
技術に工夫を施すことにより，タグ読
取りの効率化を図っている．
■ その他

　・セキュリティ対応
　IC タグを永久に使用不可にする
KILL コマンドの実装によるプライバ
シー保護やタグ内メモリへのアクセス
をパスワードで制限するセキュリティ
機能など，C1G2の高度な管理機能に
対応．
　・大容量メモリタグ対応
　情報量の多い大容量（C1G2準拠の
64 キロビット）メモリタグに対する効
率的な書込み／読取りが可能．情報量
の多い工場の生産管理や航空機部品の
整備履歴管理などに対応．

図 1

（a） FM0方式

（b） ミラーサブキャリヤ方式

図 2　リーダライタ装置本体

図 3　リーダライタ装置アンテナ

図 4　UHF帯対応タグ

（注 1）：Class1 Generation2：RFID の標準化
団体である「EPC Global」が提案する通信規約．
（注 2）：電池不要で受信した電波からエネル
ギーを抽出して回路を駆動する方式．

図 5　UHF帯対応タグ（金属貼付用）
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通信ソサイエティ会員アンケートの実施報告

通信ソサイエティ　サービス評価委員会

　通信ソサイエティが発足してから 13年が過ぎ，この
間に社会及び学会を取り巻く環境も大きく変化しつつあ
ります．通信ソサイエティでは 2006年，他のソサイエ
ティに先立ち独立採算化による自立運営を本格的にス
タートさせ，論文編集や研究会などの活動のインセン
ティブをより高め，ソサイエティ独自の施策を機動的に
実施していくことで，いっそうの会員サービス向上を目
指しました．この施策の一つとして，会員からの声を吸
い上げるための機関としてサービス評価委員会が設置さ
れました．これは，通信ソサイエティ会長の諮問委員会
であり，独立した立場を生かして，実際にソサイエティ
を運営している執行委員会等に会員の側に立って意見・
改善点等を述べる委員会です．
　本委員会は，通信ソサイエティに対する会員の皆様の
お考えを直接うかがうため，約 1年間の準備を経て，
2007年 7，8月の 2か月間に「通信ソサイエティ会員ア
ンケート」を実施致しました．アンケート終了後，結果
の整理・分析をサービス評価委員会で実施してまいりま
したが，この場を借りて，概要を報告させて頂きます．
なお詳細につきましては，通信ソサイエティホームペー
ジ（http://www.ieice.org/cs/jpn/）にて御覧頂けます．
アンケート結果には会員の様々な声が反映されており，
今後の通信ソサイエティの活性化のための施策に必ず役
立つものと確信しております． 

1．アンケートの概要

1.1　目　　　的
　本アンケートは通信ソサイエティ会員の減少，いわゆ
る「会員離れ」の原因を分析し，会員が通信ソサイエティ
に何を期待しているかを把握し，会員にとってよりいっ
そう魅力ある通信ソサイエティとするための施策立案に
必要な情報を提供することを目的とした .

1.2　サービス評価委員会
　委員は通信ソサイエティの研究専門委員会経験者を中
心に選定し，アンケートの企画，質問項目の作成，結果

分析と報告書の作成を行った．

委員長 山尾　泰（電通大）
副委員長 笹瀬　巌（慶應大）
幹事 長　敬三（NTTドコモ），高橋応明（千葉大）
委員 小川　淳（富士通研），鹿田　實（NEC），
 萩本和男（NTT），前田惟裕（JAXA），
 村田正幸（阪大），吉開範章（日大）
委員（通ソ） 若原　恭（2006年度副会長），
 谷口智彦（会員サービス幹事）

1.3　アンケート実施結果報告
　アンケート結果を集計・分析した結果をアンケート実
施結果報告書にまとめた．報告書は以下の 3部から構成
される．（http://www.ieice.org/cs/jpn/）
　（ 1） アンケート実施方法
　（ 2） アンケート結果の概要
　（ 3） サービス評価委員会からの提案

2．アンケート実施方法

対象：通信ソサイエティ会員
実施形態：Webによる入力（基本は選択式，一部記述式）
実施期間：2007年 7月 1日～ 8月 31日
アンケート内容：アンケートは，
　・会員属性（会員情報，他学会加入状況等）
　・ 学会利用度（大会・研究会・セミナー等参加度，論

文投稿，図書購入等）
　・学会の必要性（業務への活用度，必要性，不満等）
　・ 他学会との比較（他国内学会との比較，国外学会と

の比較）
　・ 意見・要望（具体的要望）
の 5項目について行った．　
アンケート項目作成にあたっての基本的な考え方：アン
ケートは以下の 4点を把握することを重点目標とした．
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　（ 1） 会員離れの原因・不満の把握
　学会活動に意識の高い会員のみならず，普段学会と
の関係が薄い会員（学会参加の機会が少ない会員）の意
見も吸い上げる．　
　（ 2） 会員が何を期待しているかの把握
　会員にとって価値のあるサービスを特定し，これを
強化していくことで会員の満足度向上へつながる情報
を収集する．また，実質的なメリットだけでなく，例
えば学会に参加することが名誉であると感じられるか
どうかなども調査対象とする．
　（ 3） 会員への学会情報の提供
　Web上でアンケート項目のサービス情報のリンクを
クリックすることで，普段学会活動に接する機会の少
ない会員に学会情報を提供する．
　（ 4） 他の技術メディアや学会との比較
　他の技術メディア（日経シリーズの雑誌など）や学会
（IEEEほか）と比べ，電子情報通信学会の強み（会費を
含む），弱みの把握を行う．
広報：アンケートの広報として，以下を実施した．
　・ 2007年 7月及び 8月号の会誌郵送時にアンケート

の案内を同封
　・通信ソサイエティメーリングリストによる案内
　・ホームページでの案内
　・ 執行委員会，和英論文誌編集委員会，各研究専門

委員会などからの連絡
回答促進施策：できるだけ多くの方にアンケートに回
答して頂くことを目的に，インセンティブとして次の
施策を実施した．
　・ 回答者全員へ学会発行図書を対象とした図書券（500

円分）を配布
　・ 抽選で 10名にApple社製 iPod® nano（注 1），若し

くはニンテンドー DS Lite + NDSもっと脳を鍛
える大人の DSトレーニングを送付

3．アンケート結果の概要

　3.1　回答数及び回答者の属性　
　（ 1） 回答総数：1643名 

　通信ソサイエティ会員の約 13％からの回答が得ら
れ，分析に十分な数であった． 

　（ 2） 属性 （図 1）
　民間企業所属者が 64.2％，学術研究機関（教育機関，
公的研究機関）所属者（学生含む）が 26.8％ .

　回答者の年齢内訳は，ほぼ通信ソサイエティの会員
構成と同じであった .

　以上から，今回のアンケート回答は通信ソサイエティ
会員のプロフィール分布に近く，通信ソサイエティ会
員の状態をよく反映していると考えられる．

　3.2　アンケート分析結果から抽出された傾向
　アンケートの回答結果に基づき，学会活動への参加
度合を数値化して回帰分析を実施した．分析手法の詳
細は通信ソサイエティのホームページに掲載されてい
る詳細資料を参照されたい．
　（ 1）  電子情報通信学会（通信ソサイエティ）の活用

度・必要性・不満

民間企業会員・学術研究機関会員に共通する傾向：
〈学会活動に多く参加している会員の傾向〉
　・ 論文誌の投稿・発表，研究会の発表に価値を感

じている（図 2（a））
　・ 人脈を広げる場，広い知見を獲得する場として

学会に期待している（図 2（d））  
〈学会の各種活動への参加が少ない会員の傾向〉
　・ 学会を活用できない理由として，時間がないな

ど個人的な事情という回答が最も多い（図 3）

民間企業会員の傾向：
〈学会活動に多く参加している会員の傾向〉
　・ 大会の聴講，研究会の技術報告による技術調査，

通信ソサイエティが開催する国際ワークショッ
プ／シンポジウムに価値を感じている（図 2（a），
（b），（c））

　・ 自己の技術テーマを深める場としても学会に期
待している（図 2（d））

〈学会の各種活動への参加が少ない会員の傾向〉
　・ 業務と異なる内容で参加できない，という回答

が多い（図 3）

学術研究機関会員の傾向：
〈学会活動に多く参加している会員の傾向〉
　・  所属組織からの評価の場として学会を利用して

いる（図 2（d））

図 1　アンケート回答者の属性内訳

公的研究機関
5.5%

その他
4.1%

空欄
4.8%

学生 10.0%

教育機関 11.3%
民間企業

64.2%

（注 1）：iPod® nanoは，米国及び他の国々で登録されたApple Computer, 

Inc.の商標である．ニンテンドー DS Liteは，任天堂株式会社の商標ま
たは登録商標である．
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図 3　 学会の各種活動への参加が難しい理由（ハッチング箇所は回答数が少ないなど
信頼度が低い項目）

民間企業
学術研究機関
民間企業（回答率）
学術研究機関（回答率）

非活動スコアへの影響度 その1(3-Q4)

-4

-2

0

2

4

6

8

10
影
響
度

(回
帰
係
数

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

回
答
率

(%
)

業務と異なる
取扱い内容

ビジネスに
つながらない

コストが高い 専門性が高すぎる時間がないなど
個人的な事情

情報を効率良く
探せない

　（ 2） 他学会との比較
　・ 国内の他学会と比較し，6割強の会員は電子情報通

信学会が会員の専門分野・興味ある分野と合って
おり，また会誌・論文誌等の内容が充実している
と考えている．

　・ 電子情報通信学会の論文誌が国内他学会に対して
レベルが高いと考えている会員は約半数．研究会・
大会の発表については 4割程度． 

　・ 会費に対するサービスの充実感について，約 4割
の会員は国内他学会に対して充実感を感じている
が，半数強は大差ないと考えている（以上，図 4よ
り）．

　・ 海外の学会との比較では，交流の容易さ，論文誌
の査読・掲載までの時間が短いことが日本の学会

の価値と考える傾向がある（図 5）． 

　・ 他学会と比較したときの電子情報通信学会への要
望事項としては，

　─    （研究会，大会を含めてオンライン化した） IEEE

の Xploreまたは情報処理学会のような文献検索
サービス． 海外誌との検索乗入れサービス . 

　─    サービスの充実（シニア会員の新設，英文添削サー
ビス（有料），論文投稿のWeb化（既に実施済み），
論文誌 DVDの安値販売，スパムメール対策，書籍
のオンライン販売等）

などが挙がっている．
　（ 3）  論文誌のオンライン化について
　・ おおむね賛成との回答が多いが，オンライン化に

伴い論文を見なくなったとのコメントも目立つ．

図 4　国内の他学会との比較
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　・ （会費負担との関係において）閲覧を通信ソサイエ
ティだけに限定するのでなく，全ソサイエティの
論文が見られるようにしてほしいとのコメントも
多数寄せられた． 

4．サービス評価委員会からの提案

　アンケート結果を踏まえたサービス評価委員会から
の提案を以下に示す．
　（ 1）  研究会の活動分野の点検（ビジネス寄りのテー

マ／複合領域等） 
　参加の少ない会員の回答から，学会への不満として
業務と異なる取扱い内容であることが活動へ参加でき
ない一因として考えられることが分かった．各研専に
おいて，会員が求めるテーマが対象から漏れていない
か今一度点検を行うことが必要と考える． 

　（ 2） 著名な国際会議の日本への誘致，開催サポート
　民間企業会員は通信ソサイエティが開催する国際
ワークショップ・シンポジウムの聴講・発表に高い関
心を示している．よって，著名な国際会議を日本へ誘
致したり，開催するためのサポート制度を通信ソサイ
エティで検討するとよい． 

　（ 3）  研究会技報の電子化・検索機能等活用の方法を
検討

　民間企業会員は技術研究報告による技術調査に価値
を見出している．技術研究報告の電子化や検索機能の
強化等，技術研究報告を学会の資産として活用する施
策の検討が重要である． 

　（ 4）  人脈作りを促進できるような環境作り・施策の
推進

　学会活動におけるメリットとして人脈作りに高い関
心を示している．各研専では，これまでも会員間の交
流に力を入れてきているが，引き続き会員間の交流が
図れる施策を推進すべきである． 

　（ 5）   研究会の議論活発化施策
　民間企業会員・学術研究機関会員ともに，研究会で
の発表に価値を見出している．これは，発表者が成果

をタイムリーにアピールできることとともに，発表内
容に対して意見を求めることに価値を感じていると考
えられる．そこで，研究会での議論を活発化することが，
会員を学会活動へ参加して頂く重要な項目になると考
えられる．  

5．む　す　び

　今回のアンケートの記述回答欄には，会員から大変
数多くの生の声が寄せられた（詳細はWebの報告書参
照）．この中には通信ソサイエティ活動に対する大きな
期待や激励の声も多数含まれていた．今回の結果を真
摯に受け止め，会員の期待にこたえられるソサイエティ
となるよう今後の施策が実施されることを強く望むも
のである．
　最後に，電子情報通信学会としては初めての大規模
な会員アンケートとなり，実施上のトラブルや多くの
会員の協力が得られるかなど，不安要素は種々想定さ
れたが，関係各位の多大な御協力とお知恵により無事
完了することができた．ここに本アンケートの実施に
関連した多くの方々に深く感謝申し上げる．

図 5　海外の学会と比較したときの日本の学会の価値
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通ソ会員からの
特集企画提案

通ソ会員からの
テーマ・トピック要望

編集委員
による企画

編集委員会で検討

編集委員会で掲載決定， 目次決定

特集号の企画

特集号への
投稿募集

投稿原稿
ありの場合
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依頼原稿

報告， 記事
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OK

OK

NG

NG

通ソ会員からの投稿原稿
（論評・サーベイ論文， 解説論文のみ）
（一般あるいは特集号への投稿）

テーマ・トピックの
決定， 原稿の依頼

校閲
（内容・記述の確認）

編集委員会による取上げ可否判断
（マガジンの主旨に合致するか）

査読（採録の可否判断）
及び校閲

★

★

▶紹介
　通信ソサイエティマガジンは会員である研究者・技術者の
方々の研究・開発の発展・拡大に貢献すること，さらに，異
なる分野やテーマ・トピックとの交流・連携による学際的活
動への一助となること，などを目的に，和文論文誌，英文論
文誌に続く第 3の刊行物として年 4回発行されるものです．
本誌の詳細については，下記ホームページを御覧下さい．

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

▶対象とする技術分野
　情報通信，及び関連する技術分野に関するテーマを扱いま
す．本誌は異なる分野との交流・連携を目的に含んでおり，
幅広い技術分野を扱います．

▶構成
　本誌には大きく分けて 4種類の記事が掲載されます．各号
では小特集，特別企画が組まれることがあり，その際は下記
内容が組み合わされて特集を構成します．その他，個別テー
マでの論評・論文が各号を通して掲載されます．
　A．論評・サーベイ論文（Reviews and Surveys）
　ある程度の研究・開発が進んだテーマ・トピックスのレ
ビューを行い，DONEと TO DOを明示し，今後の研究・開

発の方向を提案する論文です． 

　論文誌に掲載されたサーベイ論文は当該研究分野の専門家
を対象としていますが，これをベースとし，記載の技術・知
識レベルを下げて，あるいは対象を広げて啓蒙とテーマ・ト
ピックの拡大を行うことを目的とした論文も含みます．
　B．解説論文（Topics of Emerging Technologies）
　新しい研究・開発分野やテーマ・トピックスを提案・紹介し，
研究者・技術者の発展・拡大を図る論文です． 

　実用化・製品化されている最新技術についての一段深い解
説論文も歓迎します．技術の特徴としての製品・サービス紹
介を含むことも可能です． 

　ソサイエティ会員の分野とは異なる分野の新しい動きで会
員に有効と思われるテーマ・トピックスの解説論文を歓迎し
ます．特に，ソサイエティ会員に対して異分野との連携によ
る発展・拡大を提案・模索する解説論文，なども歓迎します． 

　C．報告（Reports and Comments）
　標準化動向の解説と執筆者のコメントです．標準化結果の
仕様の紹介だけではなく，議論の経緯，廃案の理由，などを
重視した報告です． 

　国際会議の解説と執筆者のコメントです．会議の全体的な
概要報告ではなく，会議に見る研究・技術開発のトレンド，
諸外国・諸機関の動向，執筆者から見た今後の展望，などを
提供します． 

　D．記事（Stories）
　肩の凝らない読み物です．特に，若い研究者・技術者の方々
に，過去の失敗例などを提供することで，新しい分野・テー
マの研究・技術開発，学会活動へのチャレンジ，を促すこと
を目的とします． 

▶編集フロー

　下図に本誌の基本的な編集フローを示します．本誌の記事は
通ソ会員皆様からの投稿原稿及び編集委員会・編集企画組織か
らの依頼原稿から構成されます．各原稿とも編集委員会におい

投稿及び
企画提案募集の御案内

電子情報通信学会

通信ソサイエティマガジン
Communications Society Magazine



て取上げの可否判断，及び査読・校閲が行われます．本誌は発
行趣旨から幅広い読者層に対する「読みやすさ」を重視してお
り，論文誌とは異なる査読基準を採用しています．

▶公募内容
　本誌ではより充実した誌面を作るため，通信ソサイエティ
会員の皆様から論文・記事の投稿，特集企画の提案などの募
集を行います．公募は大きく次の 4種類に分けられます．

　1．特集企画の提案

　本誌の各号に掲載する小特集企画の提案を募集します．特
集は，A）論評・サーベイ論文，B）解説論文，C）報告，の
中から 2項目以上 3～ 4件程度の記事で構成します。小特集
企画の御提案は，特集名と記事構成案，執筆者候補等を規定
の提案書フォーマット（別紙，ホームページからダウンロー
ド可能）に御記入の上，事務局（b-plus@ieice.org）までお送
り下さい．
　執筆者の選定，校閲，査読など，編集に関する一連の作業
は，編集委員会が構成する企画編集組織において実行致しま
す．提案者が企画編集組織への参加を希望される場合はその
旨を提案書に記載願います．査読及び掲載の基準は，基本的
に編集委員会の定める規定に準拠することとしますが，あら
かじめ編集委員会で了解が得られる場合には，企画の趣旨に
沿った個別の基準を設けることも可能です．
　なお，御提案頂きました小特集企画は，編集委員会において，
趣旨や他の記事との重複，スケジュールなどを確認した上で，
採択を判断させて頂きますことを御了承下さい。今後予定さ
れている小特集企画の最新情報については，ホームページを
御覧下さい．

参考情報：発刊までのスケジュール例
　（ア）　企画提案書の提出締切（提案者）： 発刊の 13か月前
　（イ）　 企画提案の審議及び結果通知（和文マガジン編集委員会）： 

 発刊の 11か月前
　（ウ）　企画提案書の修正及び再提出締切（提案者）：
 発刊の 10か月前
　（エ）　執筆依頼状の発送（企画編集組織）： 発刊の 9か月前
　（オ）　執筆者原稿締切（執筆者）： 発刊の 6か月前
　（カ）　査読，掲載判定（企画編集組織）： 発刊の 4か月前
　（キ）　印刷所への入稿（企画編集組織）： 発刊の 3か月前

　2．論文の投稿

　本誌に掲載する，A）論評・サーベイ論文，B）解説論文，
を募集します．投稿された論文は論文誌同様査読者による査
読が実施され，掲載可否が判断されます．論文の投稿は次の
二つの方法があります．
　▶一般投稿
　本誌が扱うすべての分野に関する論文投稿です．随時投稿
を受け付けます．他の掲載内容と整合をとりながら適切な時
期に掲載されます．
　▶特集号への投稿
　本誌では各号で小特集，特別企画が組まれることがありま
す．これら特集号では，特定のテーマ及び募集時期を指定して，

A）論評・サーベイ論文，B）解説論文，の募集が行われます．

　3．コラムの投稿

　本誌の各号に掲載するコラムを募集します．コラムは軽い
読み物で，論文等の間に適宜掲載されます．コラムの例を以
下に示しますが，これだけに限らず下記例に準じるものも取
り上げることが可能です．記名，匿名のどちらでも受け付け
ます．
　・ この本をお勧めします
 新刊に限らず，若い人へのお薦めの本の紹介
　・ 最近の研究開発成果
 製品宣伝ではなく新製品情報を含む研究開発成果
　・ 所感・書簡
 若い人たちへのメッセージなど
　・ あの時の裏話
 標準形成や新製品，新サービス開発の舞台裏など
　・機械振興会館物語
 機械振興会館での会議の想い出など
　・通信ソサイエティへの要望

　投稿された原稿に対して，取上げ可否の判断及び校閲が行
われます．記事の分量は 1/4ページから最大 1ページとします．

　4．テーマ・トピックの提案

　本誌に掲載してほしいテーマ，トピックを提案下さい．こ
のような記事が読みたい，このような分野の最新情報が知り
たい，あるいは特定分野の特集を組んでほしい，など気軽に
編集委員会までお寄せ下さい．提案フォームは次のとおりで
す．
　▶通信ソサイエティマガジン  テーマ・トピックス提案フォーム
　下記のフォーマットに従ってお送り下さい．

To:   通信ソサイエティマガジン編集委員会

　　〈b-plus@ieice.org〉
Subject:   通信ソサイエティマガジン・掲載希望

・提案者氏名

・提案者所属

・提案するテーマ・トピック

背景なども含め，できるだけ具体的に記載
して下さい．

・テーマ・トピックの掲載カテゴリー

「構成」に記載のどのカテゴリーに属する
内容か，示して下さい．
A. 論評・サーベイ論文 

B. 解説論文
C. 報　　告 

D. 記　　事
E. その他（新規カテゴリー）
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　通信ソサイエティの独立採算制も 3年目に入り，研究会，大

会，論文誌を中心とした多くの活動が活発に行われています．

学会の中心的な活動の一つとして，総合大会，ソサイエティ大

会があります．大会は最新の研究成果を発表，討議できる場と

して毎回多くの発表者，参加者を集め，財政面も含め成功して

いるイベントです．大会ではいろいろな組織，世代の研究者，

技術者が集い，会社の肩書きなど関係なく，組織の壁を超えて

フランクな技術討議を行えるのが大きな魅力です．

　大会に参加すると旧知の研究者とたまたま出会ったり，新た

な面識を得ることがあり，その中で，思わぬ貴重な情報交換

（インフォーマルコミュニケーション）ができることもあります．

単に，自分の研究発表が終わったら，さっさと帰ってしまうと

したら大変もったいない話です．ただ，広い会場で多くの部屋

に分散して技術プログラムが並行開催されるため，ちょっと分

野の違う人とは確率的にしか遭遇チャンスがありません．そこ

でインフォーマルコミュニケーションの機会をより積極的に提

供する仕掛けを用意することにより，大会の魅力向上が可能で

はないでしょうか？　具体的な施策として，大勢集まれる休憩

場所，研究会紹介コーナーなどを確保し，同一時刻に少し長め

のブレークを設定するのも一案でしょう．

　大会会場で，定例的に各研究専門委員会を開催すれば，たま

たま大会に参加した人が興味のある委員会に飛び入り参加する

ことが可能になります．このように，興味のある会員がだれで

も参加できる公開型の委員会実施は会員のニーズ吸い上げ，委

員会活動の活性化に有効な施策になると思います．

　各専門分野で，韓国，中国など近隣諸国の第一人者にもパネ

ル講師などをどんどん依頼するようにしてはいかがでしょう．

近隣諸国の大学の先生にオーガナイザを依頼すれば弟子を発表

させようという方もいらっしゃるかもしれません．そうやって

IEICEの認知度が高まれば，海外会員増加，留学生増加につな

がる効果も期待できます．

　このような通信ソサイエティ独自の大会運営をまずは通信ソ

サイエティ大会で実現すべく，昨年度，通信ソサイエティ大会

の魅力，意義の向上に向けて新たな検討がスタートしました．

今年度以降，いくつかの施策が実行段階に入ることを期待して

います．会員諸氏の御理解，御協力を頂ければ幸いです．

　さて，世の中，健康志向ですが，私も思うことあって最近玄

米食に切り換えました．インターネットで検索すると JAS認定

を受けた農家から簡単に有機栽培玄米を購入することができま

す．昨今，食の不安が高まっているので，有機栽培とか，その

JAS認定は一消費者として大変ありがたく食の安全のためなら

少しぐらい高くてもよいというマインドになっています．また，

有機栽培のような手間のかかる農業に積極的にチャレンジして

いる農家があるのは大変頼もしく感じます．

　一方，我が国の食料自給率は 40%を切り，世界最低水準に

あります．食料を輸入するために必要な外貨を工業製品の輸出

により将来にわたって稼ぎ続けることは可能でしょうか？　輸

入食料の安全性は大丈夫でしょうか？　しかし現実には我が国

では米離れが進み，減反政策がとられています．また，農村の

高齢化が進行し，農業の後継者不足も深刻なようです．国は食

料安全保障の観点から農業の保護政策や食料自給率の向上施策

に取り組んでいますが，抜本的な解決策を見出せていないよう

です．日本食は欧米では健康食としてブームを呼んでいるのに，

国内で米離れが進んでいるのは皮肉なことで家庭教育，学校教

育にも問題があるのかもしれません．地産地消は二酸化炭素排

出削減にも有効であり，国民一人ひとりも賢い消費者になりた

いものです．そして何より重要なのは抜本的生産性向上により

国際競争力を有する農業の実現だと思います．これには農業の

大規模化だけでなく情報通信技術の活用が不可欠ではないで

しょうか．具体的には農村のブロードバンド化を推進し最新の

情報環境を利用可能とすることで，団塊の世代の農村移住促進，

若い世代の農村流出防止，生産者と消費者の双方向コミュニ

ケーション増進などの効果を期待できると思います．農場では

センサネットワーク，ロボットの活用により農業自動化を推進

します．このような農業の IT化は日本の農業の発展，食料自給

率向上の切り札になるものであり，この分野で我が国は世界を

リードできるのではないかと考えています．

通信ソサイエティ会長　間瀬憲一

より楽しくおもしろい大会企画
をめざして

巻末言…………………………………



▶『締切って何ですか？』最近，何ですか？』最近，ですか？』 最近，
締切に追われた生活をしている．
学会，出版社，役所，取引先，会社，
上司，部下…．電子情報通信学会
だけでも両手で足りない締切．人
生には，数多くの締切があり，強
制されるもの，自分で定めるもの
様々である．
　論文は，自分で決める締切の集論文は，自分で決める締切の集
大成のようなものだ．論文にする
までの研究過程には強制されるも
のも多いが，コツコツと一つずつ
自分でやっつけていかなければな
らない．執筆は，自分に厳しくな
ければ，ズルズルと先に延びてし
まい投稿することができない．ま
して，世界中でライバルが全力疾
走しているのだ．平たんな道，落たんな道，落な道，落
とし穴，険しい山道，大ジャンプ，

時にはいばらの道（針の筵）をクリ
アして，先にゴールしなければな
らない．
　“締切は守るためにある”をモッ“締切は守るためにある”をモッ
トーに，障害物競走のように楽し走のように楽しのように楽し
みながら駆け抜けてきた．いくつきた．いくつた．いくつ
もの締切を同時に走るには，その
分の冗長性が必要である．近ごろ，ごろ，，
先の言葉を言ってみたい衝動にも
駆られる．“青い海，白い砂浜…”．
頑張らねば． （M.T.）
▶某国の 1人のエンジニアは学会
が発行するマガジンのテレワーク
に関する編集後記を書きながら，
最近，通信の研究や研究者へのレ
スペクトというものがなくなってなくなってくなって
いるな，とひしひし感じていた．
今から思うと，そのころにだれかころにだれかにだれかだれかか
が何かをしていれば，こうならな
かったのかもしれない．
　その国では，最新の機能が詰
まった携帯電話が 0円で売られて
いた．もちろん，実際には別な形
で代金を支払っている訳だが，消
費者が実際に目にするのは 0円と
いう表示である．その状況が刷り
込まれた子供たちが，0円で売っ
ているものを将来作りたいと思う

はずもなく，花形だった通信業界
は徐々に優秀な人材を失っていっ
た．それに合わせて技術も急速に
衰退していった．
　しかしながら，キャリヤは相変ヤは相変は相変
わらず高度な機能を携帯電話に求
め続けた．莫大な投資と人材確保
が困難なメーカは撤退が相次ぎ，
ついに 1社だけになった．残され
た 1社は競争相手がいなくなった
のをいいことに研究開発への投資
をやめるにとどまらず，更なる人更なる人なる人
材のリストラを進め，気が付いた
ら携帯電話の原理を理解している
者はだれもいなくなっていた．原だれもいなくなっていた．原もいなくなっていた．原
理を知らずに作るのも限界があ
り，ある部品の製造中止を期に，
唯一のメーカも端末を作れなく
なった．
　そして，今，携帯電話はオー
パーツのように扱われ博物館に展
示されている．巨大になりすぎて
絶滅したものとして，恐竜の骨の 

隣に． （S.S.）（S.S.）S.S.））
▶コグニティブ無線小特集を担当
しました．何年か前に言葉を聞い
た時点では，何かソフトウェア
無線の転身若しくは展開の一種と若しくは展開の一種としくは展開の一種と

いったイメージをもっていたのでもっていたのでっていたので
すが，今回の記事をごらんになっ
てお分かりのように，非常に貪欲分かりのように，非常に貪欲かりのように，非常に貪欲
でかつポジティブな意識で周波数
の有効利用を図ろうとする技術へ
と発展しています．ある種これま
で聖域だった電波の使い方を変え
ようとするアプローチともいえまいえまえま
す．このためきっと紆余曲折が待
ち構えていそうです．今後の展開
には期待をもって見ていきたくいきたくきたく
思ってます．
　執筆の先生方は非常に多忙な
方ばかりで，トラックには苦労
しました．しかしながらこの 3

編を読んで頂ければ，読者の皆頂ければ，読者の皆ければ，読者の皆皆
様にはコグニティブ無線の最近にはコグニティブ無線の最近
の動向を包括的に把握して頂け頂けけ 

るのではないか， と願っています．
　ところで，コグニティブって何
か良い日本語訳はありますかね？
ユビキタスも時空自在などといっいっ
たんは名づけられましたが，全然は名づけられましたが，全然
定着しませんでした．認知無線っ
て名づけても，全く意味不明だし，
早い段階でだれかセンスある方のだれかセンスある方のかセンスある方の
命名を待ってます． （M.O.）

編集後記

編集委員会

編集委員長
　山尾　泰

編集副委員長
　上林真司	 山岡克式	 山崎克之

編集委員
　阿久津明人	 安部田貞行	 井上真杉	
稲葉敬之	 井原雅行	 岩田　淳	
大橋正良	 小瀬木滋	 落合秀樹	
笠原正治	 神尾享秀	 清水　聡	
関屋大雄	 平　明徳	 高橋応明	
田島公博	 戸出英樹	 中村　元	
広川二郎	 馬杉正男
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 私の研究者歴 ─ 池上 文夫
 展示会報告 ─ Consumer Electronics Show 2008
 連載企画 ─  新人研究者のためのネットワークシミュレーション（第 1 回）
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