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　RFIDタグというと，皆さんは何を思い浮かべるでしょうか？　身近にあるものとして，まず
は，電車に乗るときに使うSuica ®や ICOCA®，PASMO ®でしょうか？　電子マネーとして使
われるおサイフケータイ®や Edy ®を思い出す人も多いかと思います．日本国内で，既に，Edy
だけで 4,000万枚，Suicaも2,000万枚を超える数を発行していますので，RFIDタグは，
かなり生活に浸透してきているといえます．
　では，今後はどうなると思いますか？　一言で RFIDタグといわれますが，13.56 MHz帯
の電波を使う近接通信以外に，950 MHz帯や 2.45 GHz帯を利用し数メートル程度の長
距離通信のものなどオプションもあり，多様な場面で多様な仕様や機能のものを使うことがで
きます．そこで，10年後ぐらいの社会を想像してみて下さい．例えば，スーパーマーケットや 
コンビニにある商品のバーコードがすべて RFIDタグに置き換わっているでしょう．買い物カ
ゴに入った商品にRFIDタグリーダをかざすことで，一瞬で全体の金額が分かり，電子マネー
で支払いをするのが普通になるかもしれません．また，現在年間 200億個を超える郵便物や
宅急便のすべてにRFIDを貼ることで，今どこまで配達されていて，いつ届いたかがインター
ネットで把握できるようになるかもしれません．更に，健康に留意する人たちのために，血圧
計や血糖計などのセンサにRFIDタグが付き，ネットワーク経由で病院に身体情報が送ら
れモニタされ，必要に応じて薬が届けられ，その薬の素性もRFIDタグにより分かるような
時代になるかもしれません．忘れ物をしやすい人には，自分の持ち物にRFIDタグを付けて
いれば，即座にどこにあるかリーダが教えてくれるかもしれません．1人当り100個を超える
RFIDタグが身の回りに存在し，様々な場面での利便性の向上や，安心や安全，健康といっ
た新しい利益を皆さんに与えることになるでしょう．あっという間に，1兆個を超えるRFIDタ
グが使われることになるかと思います．
　この特集号では，このようなRFIDタグ及びリーダの概要と最新の技術動向について紹介
します．また，RFIDタグを動作させるのに不可欠なタグ用アンテナ技術についても説明します．
この記事を読んで，RFIDの仕組みを理解するだけでなく，RFIDタグの新しい変わった使
い道を考えたり，関連する新しい技術課題を見つけたりして頂くと面白く読んで頂けると思い 
ます．

小特集の発行にあたって

小特集

RFID

1兆を超えるRFIDタグが提供する未来社会

編集チームリーダ　庄木裕樹
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　日本の情報科学・工学（以下 IS，IT）の黎明期は昭和 20

年代の後半から始まる．当時の IS，ITの研究者はいくつ

かの大学，研究機関に属していたが，その数は非常に少な
かった．
　私自身の研究生活も，日本の黎明期から始まった．改め
て日本における昭和 30年代，40年代，50年代の研究に

ついて見てみると，その足跡は次第に風化しつつあるが，
当時の研究者によって確立された研究の基礎は確実に発

展している．
　今回の報告では，私自身の研究生活を通して特にこの時
代の研究について報告したい．この研究を一つの形で総括
すれば“通信から知的情報処理の研究へ”というタイトル
になる．
　昭和 20年代において，日本の IS，ITの研究者に大きい

インパクトを与えたものに次の三つがある．
　第 1が ENIAC

　第 2が C.E. ShannonとW. Weaverによる通信理論

（1949）
　第 3が N. Wienerによるサイバネティクスであった．
（1947）
この三つは日本の研究者に通信とコンピュータの融合に

より新しい“人口頭脳”が構築できる夢を与えた．

　つまり，人間とコンピュータが対等にコミュニケーション
できる新しい知的情報処理システム構築の可能性である．
この問題を解決していくため，我々のグループでは次の三
つの階層モデル（図 1）をベースとして研究をそれぞれ独立
に行い，融合した．そして私自身このすべてに関与した．
　現在の IS，ITの研究内容は当然一段と高度化したが，
この三つの階層モデルは基本である．IS，ITにおける研

究は自然科学の分野と多くの共通点をもつが，IS，ITの

研究の最も重要な原点は，実世界から要求された問題を確
実に解決する立場にある．
　つまり，研究目標はクリアであり，実世界の要求に直接
的，間接的に合致していなければならない．また，IS，IT

の研究の特色として，実世界から常に新しい研究シーズが

 

図 1　三つの階層モデル
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生まれ，このための論理モデル，解析手法の確立，実際の
システムの設計，実装の開発の研究が展開される．そして，
その成果は再び情報環境を変革し，技術革新の激しいサイ
クルで進む．また，この流れの中で，ISと ITの研究成果

の融合は極めて重要である．

通信からの出発

　昭和 20年代の日本の通信工学における研究・開発はア
ナログ通信を中心としたものであり，それらは変復調理
論，アンテナ理論，電波伝搬，フィードバック理論等であ
る．特に東北大学は，八木アンテナ，マグネトロンの研
究をはじめとする研究でこの分野で大きい成果を挙げて

いたが，離散的な通信に関する研究は全く新しい分野だっ
た．
　東北大学における離散通信系の最初の論文は本多波雄

助教授（当時）による“有限時間における通信理論”（昭 29）
[1]である．この論文はシャノンの無限時間の上に構築さ
れた通信理論を有限時間の上で再構築したものであり，こ
の研究の流れの中から新たに次の重要な研究テーマが生

まれた．
　「シャノンが与えた雑音のある伝送路での伝送速度 C に

対し，これに限りなく近い実際の通信システムは構築でき
るのか」
　ここで　

 　　

　C  =W log (1+─ )
　　　
　　W：帯域　　　 ：信号対雑音電力比
　　
この問題を解決するためには，次の二つの研究が不可欠で
ある．
　第 1が新しい高能率のディジタル変復調の通信方式

　第 2が高能率な符号系の研究である．
この中で我々は第 2の研究テーマを選択した．符号化理
論研究の出発点は 2進ではなく P進（素数）の長さ Lの符

号系で，生成される符号間距離が一定値以上となる符号系
の構成問題である．この問題を解くために新たに導入され
た手法がガロア体の理論であった．この詳細については触
れないが [2]，結果的には我々の結果はマーラによって導
かれた符号系の一般化になっていた．この当時符号化理論
の研究は多くの人々の興味を集め，多くの成果が生まれた
が，シャノンの理論限界に達するものはなかった．
　ここで改めて問題を考えてみると，次のことが分かる．
周知のようにシャノンの与えた理論限界はランダムコー

ディング，つまり組合せ問題の中から得られた存在定理で
ある．この問題を組織符号の構成理論から求めることは果
たして可能なのであろうか．一般的にいえば，NP-困難の

問題の解を求めることに対応する．とすれば，完全最適解
ではなく準最適解を求める立場での新しい符号化理論を

求め，更に総合通信系システム構築の問題を考えることが
重要となる．

コンピュータの開発

　昭和 20年代の後半から日本のいくつかの大学，研究機
関でコンピュータ開発のプロジェクトが推進され，実験
機としてコンピュータが作られた．しかし，国産の商用
機として稼動するコンピュータは存在していなかった．こ
の中で，昭和 30年の初頭，東北大学の大泉教授が文部省
に対し，国産最大のコンピュータの構築を目的とする提
案書を申請し，当時としては大きい予算が認められた．こ
れにより，東北大学と NECとの学産連携によるプロジェ

クトが推進された．
　この学産連携は東北大学と NECが全く同等の形でプロ

ジェクトを推進し，その目的は浮動小数点演算機能をも
つ当時日本のコンピュータのどれよりも能力の高い，そ
して商用にも堪えるコンピュータの構築であった．この
プロジェクトには多くの開発者が参画したが，その中核
を担ったのが，東北大（小野寺，野口），NEC（渡辺，山本）
の 4名であり，約 1年間全くの共同生活の中で設計を行っ

た [3]．
　当時，コンピュータ設計に関するいくつかの個別的デー
タは収集可能であったが，本格的な設計資料は皆無であ
り，すべて 0ベースからの開発であった．このコンピュー
タ設計の決定すべき基本要素は次のものであった．
　（ 1）   基本アーキテクチャの決定
　（ 2）   命令セットの設計
　（ 3）   浮動小数点，固定演算における数の表現．特に，
浮動小数点演算における指数部と数値部のビット長の決

定及び 0の表現

　（ 4）   高速演算のための演算器，制御方式の設計
　（ 5）   記憶装置，入出力装置の設計
　（ 1）については当時日本電信電話公社の室賀三郎氏が
もつ ILLIACの基本アーキテクチャを参考にして決定し

た．
　（ 2）の問題は，多くの議論を経て 230個の命令セット

を定めた．
　（ 3）は多くの理論的数値シミュレーションの後，指数
部 6ビット，数値部 32ビット，計 38ビット長の長さに

P
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定まった．
　（ 4）の中で，特に重要なのは全く独自の立場から三つ
の新しい制御方式を導入したことである．（a）パイプラ 

イン制御，（b）先回り制御，（c）入出力高速化のための時分
割共通バス方式であり，このすべてが実装された．この
考え方は今でも基本となるコンピュータ設計のアーキテ

クチャである．
　（ 5）は大問題であった．当時，コンピュータをベース
に作られた記憶装置も入出力装置もなく，これは NEC以

外から調達しなければならなかった．結局は北辰電機（当
時）の作った磁気ドラムと谷村製作所（当時）の入出力用の
装置を導入し，多くの調整の後で，コンピュータに接続
した．
　一方，コンピュータ設計の実装の上で最も重要な問題
は，基本素子の決定である．当時，候補となったのが，真
空管，トランジスタ，パラメトロンである．トランジスタ
の将来に関しては多くの可能性を見出したが，設計当時の
トランジスタは信頼性の上で採用できる状況でなかった．
その結果，基本素子として，当時最も動作の信頼性の高
いパラメトロンが選ばれた．
　このコンピュータは昭和 34年に稼動し，SENAC-1

と名づけられ東北大学大型計算センターの最初のコン

ピュータとして学内の研究者に解放され，有効に広く活用
された．また，NECではこのコンピュータを NEAC1102

として商品化した．SENAC-1の研究開発を通して新たに

次の二つの研究テーマが得られた．第 1がコンピュータ

システムの新しい設計法の探求と第 2がコンピュータシ

ステムの徹底した抽象化理論の研究である．
　第 1の研究テーマの一つが，次に述べる Time Sharing 

Systemの設計・評価問題，第 2の研究テーマの一つが，
代数的オートマトン理論である．

 ■  コンピュータシステム（Time Sharing System）の 

研究

　SENAC-1のプロジェクトを通して，コンピュータシス
テム設計のための理論的方法論が不可欠であることを強

く認識した．特に設計したシステムが，確実に動作するか，
そして所定の性能をもつかどうかの検討は重要である．こ
の問題を解決するには次の二つがある．
　第 1がシステムをできる限り詳細かつ正確にモデル化

し，この上で精密な検討を行うこと．
　第 2はシステムそのものをコンピュータ上に展開し，
その上で可能な限り考えられるパラメータの条件のもと

でシミュレーションを行って結果を求めること．
第 1の方法，第 2の方法ともにそれぞれの特色をもつが，

当時のコンピュータ環境つまり，コンピュータパワーの
上で第 2の問題を解決することは不可能であった．
　このため我々の研究では第 1の方法論に従ってコン

ピュータモデル理論について研究を行った．この中で，
特に重要な研究が，Time Sharing Systemの研究である．
1970年代高価なコンピュータを有効に活用する方法と

してスタンフォード大学のマッカーシー教授により Time 

Sharing方式が提案され，多くのコンピュータシステム
に採用された．しかしながら，このシステムでは多くの
ユーザが同時に多種多様のジョブを投入するためユーザ

にとってのコンピュータ利用の満足度は必ずしも十分で

なかった．この問題を解決するため導入された戦略が，次
の二つである．
　第 1は，投入ジョブにその重要度に従って複数の優先
レベルを設定すること．
　第 2は，同一レベルのジョブの計算には常に一定の 

コンピュータ資源（m時間）を与え，終了しなければ最初の
状態に戻す方式（Round Robin方式）の採用．
この二つのパラメータ環境の中で，コンピュータ設計に
とって特に重要なのは，μの決定である．つまり，μの変
化がどれだけコンピュータの性能に影響するか，例えば，
投入ジョブの応答時間，スループット等である．Time 

Sharing Systemの問題を解析するには図 2に示す待合せ

問題を解決すればよい．
　この問題の解析を最初に取り上げたのが，UCLAのク

ラインロック教授であり，解析はM/M/1のモデルを対象

とした．しかし，実際の利用環境のモデルは G/G/1であ

る．しかし，解析は大変に難しい．このため我々はパラメー
タとして重要な処理時間分布を一般化したM/G/1のモデ

ルを解析した．この待合せ理論解析には，いくつかの新
しい手法が導入されたが，これは省略する [4]．

　解析結果の一例を図 3に示す．ここではτはオーバヘッ
ド， λは呼の発生率，処理時間分布は超指数分布である．
　なお，Round Robin方式の解析の上で一つの新しい

Computation Conceptが生まれた．それはμ→ 0の制

御のもとでの理想的な計算モデルである．これを Space 

図 2　Round Robin方式による待ち行列モデル
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Sharing Systemと呼ぶ．
　Time Sharing Systemでは各ジョブが時間軸でどれ

だけ計算機資源を利用したかを示すのに対し，Space 

Sharing Systemでは各ジョブが空間的な計算資源をどれ

だけ使用したかを示すものである．この概念は今後，超
Grid Computer Systemへの新しい適用と展開も考えられ

よう．
　なお，コンピュータモデルの理論解析で重要なものが待
合せ理論である．その代表的な教科書として次がある [5]．

 ■  代数的オートマトン理論の研究

　コンピュータの抽象化したモデルがオートマトンであ

る．この抽象モデルの研究は，昭和 30年代多くのコン

ピュータサイエンティストの興味を集めたが，特に東北
大学では多くの若手の研究者が代数的オートマトン理論，
セル構造オートマトン理論の研究に参画し，多くの重要
な成果を導き，このグループは東北大学派とも呼ばれた．
　ここでは，我々のグループの行った代数的オートマ 

トン理論について述べる．周知のように，コンピュータは
複数の有限オートマトンの組合せで構成されている．そ
のため有限オートマトンを機能的，構造的レベルで分類
し，この結果を用いて総合情報処理システム構築の基礎と
する考え方，方法論は重要である．この立場に立った最
初の研究が有限オートマトン特性化の研究である．以下，
特性化理論の概略について述べる [6]，[7]．

　オートマトン Aの基本的な表現は，入力集合 I，状態集
合 Q，状態遷移関数 Mにより次のように表現される．
 　　
　A = (Q,  M,  I)

 　　
　Aの代数的性質を調べる自然な形は， A， M， Iの関係か
ら Iの上での演算を定義することである．
　Qの一つの状態 q ∈Qを固定すると， Iの入力系列は同
一の遷移状態に移る条件のもとでたかだか |Q |の複数個の
同値類に分類される．改めて qのもとでの同値類を I

-
 qと

すると，  I
-
 qは自然な演算の定義で半群となる．

　一般的には I
-
 q≠ I
-
 q ′（q≠ q ′）であるが，すべての qに

対し，I
-
 q＝ I
-
 となるオートマトン A

-
が新たに定義できる．

これがオートマトンの状態独立の概念であり， Āは状態独
立オートマトンとして定義される．
　更に，A
-
の I
-
 が群をなすとき，更に簡単な A

=
が定義され，

A
=
は擬完全オートマトンとして定義される．擬完全オート
マトンに関しては，オートマトンの強連結の条件のもと
で，A
=
の分解，合成問題は Īの群としての分解，合成問題

に帰着され，群論の多くの性質が活用できる．
　改めてオートマトンの特性化の問題を状態独立の概念

をベースとして分類すると，図 4に示す関係図が得られ

る．この分類で一番単純なものが，完全オートマトンで
あり，対応する I

-
 はアーベル群となり，これは可逆カウン

タである．
　次の重要な問題は，状態独立の概念を用いて一般のオー
トマトンの設計問題がある．一般のオートマトン Aでは， 
I
-
  は定義できない．一つの考え方は，拡大オートマトン B

を構成し，Bの中に Aを埋め込み，Bとして I
-
 が定義でき

るオートマトンを作ることである．残念ながら，この問

私の研究者歴

図 3　T─ν特性（オーバヘッドを含む場合）
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題の解決は十分に行われていない．

■  セル構造オートマトンについて

　セル構造オートマトンについて一言触れる．セル構造
オートマトンは ICの発達の中からその論理モデルとして

構築された．その後神経回路網の数学モデルとしても活
用されている．セル構造オートマトンは同一の有限オー
トマトンを一次元または二次元に規則的に配列したシス

テムであり，このシステム全体の動的性質を解明するの
が研究の目的である．
　東北大学の研究グループはこの問題に積極的に関与し，
多くの成果を得たが，その詳細は省略する．代表例として，
任意の多値論理関数合成の問題や，一次元上に展開された
任意のパターンの生成を可能とする一次元セル構造オー

トマトンの完全性の証明の研究がある．

ネットワークの研究

　日本におけるネットワークの研究･開発は，アメリカの
ARPAプロジェクトの影響を強く受けて進行した．1960

年代当時，ネットワーク研究･開発のプロジェクトには次
の三つがあった．
　第 1がアメリカ国防省による ARPAプロジェクト，第
2が IBMの SNAプロジェクト，第 3がヨーロッパを中心

とした OSI 7階層モデルによるプロジェクトである．
　しかし，アメリカ国防省の強力なサポートのもとに推進
された ARPAプロジェクトが残り，TCP/IPプロトコルに

よるネットワークが世界の De facto Standardとなった．
一方，日本におけるネットワーク研究は，一部の研究者を
除いてネットワーク研究の重要性が産・学・官を通して
十分に認識されていなかった．このため日本のネットワー
ク研究はアメリカと比較して格段に遅れることになる．
　このような問題は，ネットワークに限らず，コンピュー
タ先端技術開発の上でも同様であり，改めて産・学・官
トップリーダーの識見と先見性が重要である．今後日本
の ICT研究･開発の上で，この教訓をぜひとも生かさなけ
ればならない．
　日本におけるネットワーク研究は 1980年代から有識者

を中心とする研究者グループによって推進された．それ
らは Junet （村井），TISN （釜江），Wide （村井）などである．
一方アカデミアとしてまとまった研究組織が文部省総合

研究による JAIN（Japan Academic Inter-University）（野
口，1991）である．
　このネットワークは当時，七つの地域の大型計算機を中
心ノードとし，日本の主な国立大学，私立大学，工専等

をつなぐ大規模ネットワークであり，X ･ 25の上の IPプ

ロトコルを用いて構築された．この総合研究はネットワー
クの運用のための十分な費用はなかったが，各研究サイ
トの強力な支援のもとで多くの実証実験が行われ，多く
の新しい知見が報告され [8]，日本のネットワーク研究推
進の一つの重要なプロジェクトとなった．

 ■  ネットワークの安定性に関する研究

　東北大学では，1970年代，ハワイ大学が推進していた
ALOHAプロジェクトに参画し，理論的，実践的研究を行っ
た．ALOHAプロジェクトは，通信衛星を用いてハワイ大
学を中心とした環太平洋地域の大学と連携し，大学間の
研究連絡，新しい教育プログラムの共有と実施等を推進
するプロジェクトである．本プロジェクトでは，通信に利
用される衛星は 1個であり，各送信サイトからは送信の
ためのコントロールなしで送信するため，通信パケット
の衝突が生じ，著しい場合には通信系のスループットが
極端に減少する．つまり，カタストロフィーの発生である．
これと同じ問題は，インターネットのパケット通信にも
存在している．
　ALOHA系通信システムについて従来通信系の通信容量

は計算されていたが，パケット量の変化に基づく動的特
性に関する研究は，特にカタストロフィー現象解明等の
重要な問題は解決されていなかった．この問題に解決を
与えたのが我々の研究である．
　カタストロフィー現象の解明に最も重要な手法は，ト
ムによるカタストロフィー理論の適用である．カタスト
ロフィー理論は今後のシステム研究に大きなインパクト

を与えると思うので簡単な考え方を示したい．
　基本的考え方は次のとおりである．詳細は例えば [9]を

参照されたい．一般にシステムはシステム自身の内部変
数（n 次元）とシステムを外から制御する制御変数（r次元）
の二つの関係から定義される．この二つの関係を論理的
に取り入れて構成された写像が開折の考え方であり，次
のように定義される．
 　　
　f : (R n, a) → (R p, c) とする
 　　
また，F : (R n ×R r), (a, b) → (R p,  c)を F (x , b) = f (x)のも
とで定義する．この Fを r次元開折，rを Fの開折次元と

いう．この考えに従ってネットワークの安定性を述べる．
　一般のネットワークシステムは次の二つの空間で表現

される．
　（ 1）  ネットワークの状態空間（m次元）：M

　（ 2）  ネットワークの制御空間（r次元）：R

このときネットワークのポテンシャル関数 Pは次のよう
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になる．
 
　P = P（M, R）

 
ここで Pは開折として定義され，ALOHAシステムでは二

次元の開折となる．
　また，ALOHAシステムでは Mとしてシステムの Bug 

logの数 Bをとると，Bと∂P/∂xはそれぞれ同値な関数

となることが証明され，ALOHAシステムの Bは三次関数

で表現される．トムの定理では，制御空間の次数 r が 4以

下の場合については，すべてのカタストロフィーは七つ
の形に分類される．
　この理論を適用すると ALOHAシステムの場合発生す

るカタストロフィーは，くさび型であることが証明され
る．実際の解析を単純アロハ，スロテッドアロハ，一般
化された CSM方式である ASLBTの各方式について行っ

た [10]．
　ASLBTの一つの結果が図 5に示されている．ここでは  

Mは端局数，qはパケット発生率，rは再送率である．
　さて，現代の社会は多くの複雑なインフラによって支え
られているが，この中で中心をなすものがネットワーク，
例えば通信系，電力系等のネットワークである．社会が

安定して繁栄するためには，これらのネットワークが安
定して運営されなければならないが，現在巨大ネットワー
クの安定性に関する研究は必ずしも十分とはいえない．特
に，非連続的に生ずるカタストロフィーの出現は社会生
活に決定的なダメージを与える．改めてこの分野の研究
の発展を願うものである．

知的情報処理の研究

　日本における知的情報処理研究の原点は昭和 37年，東
北大学大泉教授が組織した［人間と機械系の融合］を目的
とした総合研究に帰着できる．この総合研究は生物から
学び，新しい情報処理のモデルの構築，そしてその実装
を目的とし，当時日本の生理学，心理学，情報工学のキー
メンバが参画した．この研究を通して，我々の研究テー
マとして次の二つが生まれた．
　（ 1） 神経網をベースとしたニューロンネットワークの
研究

　（ 2） ネットワークによる自己組織化理論の研究
第 1の研究は単一神経線維がもつ情報処理可能性の探求

が第一歩であり，第 2はニューロンネットワークの自己

組織化のアルゴリズム，自己組織化能力の研究が中心で
あった．
　第 1の問題の解決は，神経線維の通信路モデルとその
上でのパルス伝搬特性の解析から始まる．神経線維上の
パルス伝搬モデルとして，通信系のモデルをベースとし
た次の非線形伝搬方程式を採用した [11]．
 　　

　─ = ─ +μ (1-v + εv 2)─ +v

　　　

ここで vは電圧，xは伝搬軸，tは時間軸である．
　この方程式はその後アクティブ線路のモデルとしても

採用された．この方程式の性質は，神経線維と同じよう
に一定のしきい値をもち，その上下によって進行パルス
の整形作用，または消滅の性質が導かれる．特に興味あ
る現象は，二つの異なる方向に直進するパルスは，eの条

件によって衝突により図 6に示すように消滅することが

証明された．これにより単一線維の組合せを用いて任意
の論理回路が構成できる事実が証明された．
　自己組織化の研究には，二つのターゲットがあった．第
1は自己組織化のアルゴリズムと組織系の処理能力を求め

る研究，第 2が自己組織系を設計し，人間とのコミュニ
ケーションのため具体的なパターン認識や音声認識に適

用する研究である．
図 5　マルコフィヤンモデルと BDモデルでの q, rと平均ス

ループット Sとの関係 （M =100）．
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図 6　衝突点の近傍におけるパルスの変化（消滅が起きる場合）
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　この二つの研究を通して特に重要な問題は，自己組織系
を構成するネットワークについて，最適条件のもとで組織
化されたときのネットワークの組織化能力を理論的に求

めることである．この問題を解決する一つの方法として，
次の条件設定のもとで解答を与えた [12]．
　（ 1） 入力パターンは二つのカテゴリーに属する正規分
布から生成される．
　（ 2） 二つのパターンをそれぞれ M / 2個抽出し，また自
己組織系の規模を Nとする．

　（ 3） 組織化戦略はベイズ戦略，この条件のもとで自己
組織化能力を，統計理論を活用し Mと Nの関係として導

いた．
　その理論結果とシミュレーションの例が図 7に示して

ある．ここで⊿は正規分布の平均値，ρは共分散係数で
ある．この結果から入力パターンの数 Mに対し，それに
対応する組織系の規模が必要であることが推論できる．
　自己組織系の研究は，その後ニューロンネットワーク
の研究に進み，研究者により多くの研究成果が明らかと
なってきている．ニューロンネットワーク研究の一つの
重要なターゲットは，NP-困難問題に対する挑戦である．
代表的問題について多くの知見を得ているが，NP-困難

問題解決に対するニューロンネットワークの能力の明確

な関係については十分な結論は出ていないように見える．

 ■  上位知的情報処理

　今まで述べた知的情報処理は，形式情報の処理の問題で
ある．更に知的情報処理を進めるためには，情報の本質で
あるセマンティックインフォメーション，感性情報の処理
についての研究が不可欠である．我々が現在までに行った
研究は，対象とするドメインの上にオントロジーをベース
として知的データベースを構築し，更に推論エンジンの構
築による総合処理系を設計することであるが，このテー
マについては紙面の制約のため，また，現在最もホット
な問題のため触れない．

むすび

　日本における情報科学，工学の発展の軌跡を見てみる
と，その研究開発の分野は二つに大きく分かれる．
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　第 1がコンピュータサイエンスを中心とするコン

ピュータ数理に関する理論研究

　第 2が実際の情報処理システムを更に実用のレベルに

高度化する実用的研究

である．そしてこの二つの研究の流れは，ますます先鋭
化していく．
　問題は，急成長するこの二つの分野の成果を相互に活
用する本格的な研究が十分に行われていないことである．
例えば，プログラムの正当性に関する研究は古くより多
くのコンピュータサイエンティストによって行われたが，
本格的大規模ソフトウェアシステムに対しての検証問題

の適用に関してまだ十分な成果を得ていない．
　改めて今後この二つの分野の融合の研究が新しい知的

情報処理の発展に大きく貢献することを認識し，この研
究が確実に推進されることを望みたい．
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  概況報告

 （株）KDDI研究所　鶴沢宗文

　IEEE Communications Societyと International Federa-

tion for Information Processing （IFIP） が主催する国際会議 

10th IEEE/IFIP Netowork Operations and Management 

Symposium （NOMS 2008） が，2008年 4月 7日から 11日ま
での 5日間，ブラジル・バヒア州サルバドールにて開催され
た．NOMSはネットワークの運用管理に関する世界最大級
の国際会議であり，隔年で開催される．会議がスコープする
エリアは非常に広く，ネットワークもいわゆるレイヤ 1～ 3

の有線／無線ネットワークだけでなく，コンピュータネット
ワーク，デバイス／センサネットワーク，そしてAd hoc/

PANまでを含み，発表内容も多岐にわたる．その中でも 

コンピュータネットワークにおける管理機能の実装に関する
発表と，IPネットワークの管理に関する発表が多く，前者
については IBM，HP等の企業，後者は大学からの発表が多
い．博士課程の論文をまとめて発表するセッション
（Dissertation Digest Session） が存在するなど，この分野の
若手研究者育成を増進する試みが行われている．論文発表を
行うテクニカルセッション，アプリケーションセッション，
ポスターセッションに加えて，基調講演やパネルディスカッ
ションも併催される．また初日と最終日にはチュートリアル
講演とワークショップが行われた．本国際会議の様子につい
て，会議に出席した 3名の専門家に，各技術分野の動向や会
場の状況，将来展望等を御報告頂く．

　統計情報
　・ 参加者：約 300名
　・ 参加国：アメリカ，カナダ，ドイツ，フランス，イギリ
ス，アイルランド，中国，韓国，日本ほか，34か国

　・ セッション数
　　　テクニカル：16セッション
　　　アプリケーション：3セッション
　　　ポスターセッション：4セッション
　　　ソフトウェアツールデモ：1セッション
　　　博士論文セッション：2セッション
　・ 論文数：163件 （テクニカル：64，アプリケーション：

12，ポスター：87，その他）
　・ 論文採録率：29％ （テクニカル，公表値）
　・ チュートリアル講演：8タイトル
　・ ワークショップ：6タイトル
　会議概況
　会議初日及び最終日にチュートリアル講演とワークショッ
プが企画され，会議 2日目から 3日間でテクニカルセッ 

ション，アプリケーションセッションやプレナリ講演，パネ
ルディスカッションが行われた．チュートリアル講演とワー
クショップは，様々なトピックスで半日あるいは全日のセッ
ションとして開催された．
  テクニカルセッションは下記の 16テーマで行われた．
　-　Application Management

　-　DoS and Intrusion Detection

　-　Traffic Analysis

　-　Security Management

　-　Mobile Network Operations & Management

　-　Traffic Identification

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

10th IEEE/IFIP Network Operations and 
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　-　Service Management

　-　 Virtual Networks and Decentralized Management 

Algorithms

　-　 Multi-Layer Network Configuration and Management

　-　Autonomic Management

　-　Problem Detection and Topology Management

　-　IT Management

　-　Service Information Management

　-　Management of Ad-hoc and Personal Networks

　-　Routing Management

　-　Performance of Grid

またアプリケーションセッションは下記の 3テーマで行われ
た．
　-　Business and Service Management

　-　Grid, Security and Protocols

　-　Wireless and Autonomic Management

各セッションの動向については，以下の専門家の方々による
報告記事を参照頂きたい．
　次回は，2009年に日本で開催される予定である．

   発表に見る運用管理技術の
動向

 （株）KDDI研究所　鶴沢宗文

　会議は実質 3日間 （火～木） で行われたが，会議における
セッションに加えて月曜日のチュートリアルや最終日のワー
クショップにおいても「Autonomic（自律的）」を冠した発表
が多数あり，オートノミックコンピューティング並びにオー
トノミックネットワーキングという技術的学問分野の確固た
る存在を再認識した．「オートノミック技術」が目指すところ
は各種の運用におけるディシジョンポリシーの動的変更によ
り最適化が行われるフィードバックシステムである．運用者
やユーザの設定したポリシーに従って自動変更や回復が行わ
れるシステムは「オートマチック」と定義され，ポリシーその
ものが系のフィードバックにより変更されることをオートノ
ミックと分類している．前出のようにセッションテーマが多
岐にわたり，かつ 1セッションの発表件数も最大 4件と限ら
れるため系統的に動向を述べることは難しいが，下記に注目
した発表を列記する．
　University of Ottawa （Canada）より報告された論文 [1]で
は，大規模 IPネットワーク上に様々なオーバレイネット
ワークが構成される場合にはAutonomic（自律的）な設定・
マネージメント手法を適用した方がスケーラブルかつネット
ワーク側の負荷分散などの点で有利であるという提案が示さ
れた．実験（シミュレーション）では Self-Organizing, Graph 

Based Approach, Limited-Flooding, SO with LF （SO+: 

Autonomic） の手法についてサービス数とネットワーク負荷
などを比較して，SO+の手法が有利であることを証明した．
　University of Rio Grande do Sul （Brazil）からは ITリソー
スの設定変更手法に関する報告 [2]が行われた．通常，IT

インフラの設定・構成変更では各リソースの設定ファイルの
変更を行い，内容をリロードして実行しないと最終的なシス
テム全体へのインパクトが分からない．この提案ではシステ
ムの設定変更に対して変更プロセスを体系化して各フェイズ
における設定変更の履歴を保持することにより，オペレータ
のナレッジを設定変更前後の計画策定とインパクト予測に有
効に反映すると同時に履歴のデータマイニングによる設定変
更計画の策定サポートなどを可能にすることを目的としてい
る．設定の世代管理のみならずプロセスそのものを標準化す
るという構想が参考になった．
　運用管理手法については制御プレーン，管理プレーンにお
ける工夫についての発表が多い中，KDDI研究所からはレイ
ヤ 2ネットワークのデータプレーンの運用管理技術に関する
報告された [3]．ITU-T Y.1731をベースとしたイーサネッ
ト OAM技術について実ネットワーク機器と PCベースのエ
ミュレータを用いた実験的検証を行い，ネットワーク遅延や
フレームロスなどのパフォーマンス劣化をレイヤ 2レベルで
発生箇所の特定が可能であることを実証した．
　高速・低廉化するインタフェースにおける高速トラヒック
モニタリング技術について ETRI （Electronics and Tele-

communications Research Institute, Korea） から報告が行わ
れた [4]．フローベースのトラヒックモニタリング技術はソ
フトウェアによる解析技術の進展に伴って進化しているが，
1 Gbit/s以上のレートで取り扱うためにはハードウェアベー
スのサポートが求められている．また高速化対応のために
ヘッダ部だけをキャプチャする方式もあるがファイアウォー
ル回避のために一般的なポート番号を使うアプリケーション
もありフローの判別には不十分なケースも出てきている．こ
の報告ではネットワークプロセッサベースのモニタリング機
構と複数のハッシュテーブルからなるMulti-Stage Filtering 

Algorithmと称するサンプリング手法を実装し，1 Gbit/sに
おけるパケットロスなしのフローモニタリングを実証した．
　最終日に開催されたワークショップ “2nd IEEE Workshop 

on Autonomic Communication and Network Management 

（ACNM 2008）” において，アイルランドのWaterford 

Institute of Technology/Telecommunications Software & 

Systems Group （TSSG） による招待講演が行われた．TSSG

にはAutonomic Networkingの分野で著名なMotorola Lab

の上級研究員もジョイントしており，TSSGが取り組む
Autonomic Networkingの研究は非常に高い次元で行われて
いる．講演 [5]では Knowledge Analysisによるポリシーメ
イキング，Policy Processingによるネットワーク設定，ネッ
トワークの状態把握に基づく Knowledge Baseの再構築と更
なる Knowledge Analysisへのフィードバックシステムがセ
グメントごとに詳述され，実験結果と併せて有用性が説明さ
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れた．講演の中では，一見，完全自動運用に思われるオート
ノミック運用であるが，実は運用者の経験・知見に基づくディ
シジョンポリシーの初期設定や所望のビジネスゴールをよく
分析した上での運用ポリシーの決定など，システム設計にお
ける人智の優劣が大きな影響を及ぼすことなどが説明され
た．
　総　　括
　以上，いくつかのセッションにおける発表論文の概要を述
べた．ICTリソースの進展に伴い運用管理機構は高度化し
ており，運用管理技術の研究課題は自律的運用の実現とその
ためのナレッジシステムの高度化に向かっているということ
が本会議の採択論文からうかがえた．またネットワーク運用
技術についてもデータプレーンのモニタリングやルーチング
手法の高度化だけでなく運用管理機構（サーバ）との連携技術
に関する発表が目立った．これら次世代運用管理技術の具現
化による通信サービスの高度化と低廉化の両立は広く社会に
資すると考えられ，今後の運用管理技術の進展に期待したい．

　文　　献
 [1] I. Aloqily and A. Karmouch, “A self-organizing 

composition towards autonomic overlay networks,” 

TS10-1.

 [2]  W. Cordeiro, C. Both, L. P. Gaspary, and L. Z. 

Granville, “A template-based solution to support 

knowledge reuse in IT change design,” TS12-1.

 [3]  M. Tsurusawa and Y. Horiuchi, “Feasibility valida-
tion of management capability for an Ethernet based 

access network using Ethernet OAM functionality,” 

AS2-4.

 [4]  T. Choi, S. Yoon, D. Kang, S. Kim, and J. Lee, “Wire-
speed application flow generation in hardware 

platform for multi-gigabit traffic monitoring,” TS6-4.

 [5]  B. Jennings, “Autonomic network management: how 

do we govern self-managing networks?,” 2nd 

Workshop on IEEE Autonomic Communications and 

Network Management, Invited paper.

  無線関連セッションの動向

 日本電気株式会社　渡邉吉則

　概　　要
　NOMS 2008では，無線通信網の運用管理に関して三つの
セッションが設けられ，計 11件の発表が行われた．いずれ
のセッションも 30～ 50名程度の聴講者が参加し，活発な質
疑応答が交わされるなど，関心の高さがうかがえた．発表の
内訳は，大学からの発表が 6件，企業からの発表が 5件と，
産学からバランス良く論文が選ばれており，大学は私設網に
関する発表，企業は公衆網に関する発表が中心であった．ま
た，通信網の運用管理に関する発表のほか，経路選択や無線

資源選択の最適化など通信方式に関する論文も取り上げられ
ていたが，本稿では主に前者の研究動向について報告する．
　主要トピックス
　第三世代移動通信網（以下，3G網）のように普及期を迎え
た無線網では，多数のユーザの通信品質を維持し，既設網の
運用管理を効率化して OPEX （Operational Expenditure） を
削減することが経営上の重要課題となる．文献 [1]では，公
衆移動網の運用管理で一般に多くの工数を要する網の異常検
出・原因分析の作業を効率化するシステムを提案していた．
同発表では，無線セルのトラヒック量を考慮して算出した統
計的信頼度を用いる異常検出と，無線網の運用ログに独立成
分分析を適用した原因分析により，網異常の誤検出を削減で
きることを商用 3G網において確認していた．
　一方，WiMAXなど今後敷設が進むと考えられる次世代の
高速無線通信網は， CAPEX （Capital Expenditure） の削減
が至上命題である．特に，高速データ通信を提供する無線網
では，一部のユーザが無線資源を大量に消費するとエリア品
質が劣化してしまうという課題がある．文献 [2]では，商用
WiMAX網において CPE （Customer Premises Equipment）
単位にトラヒック監視を行い，網に過剰な負荷を掛ける
CPEに対して段階的な利用制限を加えることで，適切な資
源管理を図っていた．
　更に，OPEXの削減に向けた網の構成管理の自律化につ
いて，無線セル間のハンドオーバのためにあらかじめ設定し
ておく隣接セルリストの自動的な最適化に関する 2件の発表
があった [3]，[4]．文献 [3]では，動的なベイズネットワー
クとポリシールールを用いた状況判断により，障害が発生し
た無線セルを隣接セルリストから自律的に除外できることを
シミュレーションにより確認していた．また，文献 [4]では，
LTE（3G Long Term Evolution）における同様な隣接セルリ
ストの更新を，端末がハンドオーバの際に行う測定結果を用
いて網側で自律的に行う方式を提案していた．
　以上の発表は，単独の通信事業者において運用管理業務及
び設備投資の効率化を図るアプローチであった．一方，近年，
複数の通信事業者の間で通信インフラを共有することによる
設備投資の効率化が注目されており，文献 [5]では，通信 

インフラの様々な共有形態に応じた OPEXと CAPEXの削
減効果の試算結果を報告していた．同発表では，無線基地局
のサイト共有や，無線アクセス網における通信装置の共有な
ど多様な観点から通信インフラの共有シナリオが整理され，
各国の法規制なども考慮しながら各々の得失の比較がなされ
ていた．
　そのほかでは，Ad-hoc Networkや Mesh Networkなど
Multi-Hopタイプの新しい無線通信網を想定した管理系が提
案され注目を集めていた [6]．
　総　　括
　以上に述べたとおり，無線網の運用管理においては
OPEXと CAPEXの削減が重要課題であり，本会議におい
ても関連する発表が見られた．NOMSの発表全般にいえる
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ことだが，同会議では運用管理の対象とする装置系の振舞い
を数理モデルで表現し，解析的手法により課題を解決するア
プローチが多い．一方で，筆者は装置系のみならず系の利用
者のヒューマンファクタも含めて解析的に取り扱った運用管
理の研究を積極的に推進することも必要と考える．例えば，
通信サービスに対して寄せられるユーザクレームを効果的に
対処する管理手法など，ユーザの個別性を配慮して通信サー
ビスに対するユーザの満足度を向上させる管理系の提案など
が今後現れることを期待したい．

　文　　献
 [1] Y. Watanabe, Y. Matsunaga, K. Kobayashi, T. 

Tonouchi, T. Igakura, S. Nakadai, and K. Kamachi, 
“UTRAN O&M support system with statistical fault 

identification and customizable rule sets,” AS3-1.

 [2]  Q. Zhang and H. Dam, “WiMAX network perfor-
mance monitoring & optimization,” AS3-2.

 [3]  J. Baliosian, K. Matusikova, K. Quinn, and R. Stadler, 
“Policy-based self-healing for radio access networks,” 

PS4-20.

 [4]  M. Amirijoo, P. Frenger, F. Gunnarsson, H. Kallin, 

and J. Moe, “Neighbor cell relation list and measured 

cell identity management in LTE,” TS5-4.

 [5]  T. Frisanco, P. Tafertshofer, P. Lurin, and R. Ang, 
“Infrastructure sharing and shared operations for 

mobile network operators from a deployment and 

operations view,” TS5-1.

 [6]  B. Mathieu, F. Jan, and D. Meddour, “A monitoring 

tool for wireless multi-hop mesh networks,” AS3-3.

   問題検知技術関連セッション
の動向

 大阪市立大学　阿多信吾

　NOMSでは，その名（Network Operation and Manage-

ment） が示すとおり，ネットワークの管理運用の技術者・
研究者が数多く参加する会議でもある．このため，とりわ
け他の会議と比べ，様々な問題の検出・検知技術に対する
関心が高いともいえる．タイトルに Identificationや Detec-

tionが含まれる論文数は全体の 10％を超え，“Identification 

and Classification of Internet Traffic: A Cat-and-Mouse 

Chase?” といったパネル討論も行われた．ここでは，それ
らの論文の中から一部を紹介する．
　[1] では，HTTP/HTTPS を使用することでポートベー
スでは Web トラヒックと区別がつかない Skypeトラヒッ
クを，統計的な性質の違いから分別する手法が提案されて
いる．Webブラウジングのデータを学習データとして用い
ることで 90％以上の検出率を達成している．
　[2] では，大規模クラスタにおいて効率良く異常ノードを
検出するための技術について提案している．特に性能の異

なるノードから構成されるクラスタでは，同じ異常でもそれ
による測定値の変化は一定ではない．ここでは，測定値につ
いて固有空間法を用い，変化の特徴値を抽出し，更にクラス
タリングによって異常ノードを特定する．これによって必要
となる観測値の数を減らし，より大規模なクラスタへの適用
も可能となっている．
　[3]では，BGP updateメッセージの頻度が自己相似性 

（self-similarity） を有することを利用し，ウェーブレット変
換を適用することで通常とは異なる数の BGP update メッ
セージの発生を検知し，ネットワーク上の経路異常を検出し
ている．実データによる検証でも，過去の経路異常を正しく
検出できていることが示されている．

　文　　献
 [1] E. Freire, A. Ziviani, and R. Salles, “Detecting skype 

flows in Web traffic,” TS3-4.

 [2]  M. Agarwal, “Eigan space method for detecting faulty 

nodes in large scale,” TS8-1.

 [3]  J. Mai, L. Yuan, and C. Chuah, “Detecting BGP 

anomalies with wavelet,” T15-4.

 （平成 20年 6月 29日受付）
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　ネットワークシミュレーションツールの OPNETにつ
いて，モデリング，利用方法に関する基本事項を説明する．
対象として，ネットワークシステムの設計・管理，及び，
プロトコル・ネットワークの研究開発を担当し，OPNET

を利用している，または，これから利用してみようと考
えているエンジニアを想定する．まず，OPNETの背景と
なる仮想 NW環境の概念と OPNETツールの全体像につ
いて述べる．次に，OPNETを用いたルーチングアーキテ
クチャ評価の基本的な方法を述べる．最後に，プロトコ
ルモデル開発用ツールである OPNET Modelerの基本的な
使い方について解説する．

OPNET, シミュレーション , IP ネットワーク, プロトコル

1．まえがき 　　

　IP（Internet Protocol）ネットワーク（以後 NWと記す）
サービスは，様々なプロトコルの上で動作している．大
きな IPNWであれば，使用するルーチングプロトコル
は，一つではない．例えば，IGP（Interior Gateway 

Protocol）として，あるエリアでは OSPF（Open 

Shortest Path First）を採用し，別のエリアでは EIGRP

（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol）を利用
する場合もある．このとき，両エリア間でプレフィック
ス（prefix）を交換するために再配布（redistribution）を設
定しているかもしれない．また，外部とのプレフィック

ス情報交換と内部への展開に BGP（Border Gateway 

Protocol）を利用し，入出力に対する自組織ポリシーを
満足するよう属性値を設定する場合もある．加えて，
iBGP（interior BGP）のセッション数削減のためにルー
トリフレクタ（Route Reflector，以後 RRと記す）やコン
フェデレーション（confederation）を導入する場合も多
い．また，MPLS（Multi-Protocol Label Switching）
を導入し，RSVP-TE（Resource ReSerVation Protocol-

Traffic Engineering）により NWのリソースを有効利用
する場合もある．このように，IPNW上で様々なパケッ
ト転送サービスを提供するためには，様々なプロトコル
の設定が必要であり，その複雑さはますます増大してい
る．この複雑さを踏まえた上で，NWのルーチング設計，
容量設計，使用率や遅延など性能の評価をすることが強
く求められている．
　プロトコル自体も，その動作は複雑である．RFC

（Request For Comments）で定義される複雑な状態遷移
に従ってプロトコルは動作する．また，NWサービスを
良好に，かつ，矛盾なく行う上で必要な様々な情報を含
む制御パケットが交換される．プロトコル性能評価では，
複雑な状態遷移，パケットメッセージシーケンス，流通
する情報内容を正確に考慮しなければ，プロトコル性能
を正しく評価することができない．自律分散処理を特徴
とする IPNWの評価では，プロトコル動作，交換情報
を正確にモデル化することが不可欠である．
　このように，NW，プロトコルの設計・開発では，複
雑さを避けて通ることはできない．NW全体を見る視点
で，より“精度（fidelity）”の高いモデルを用いて，NW，
プロトコルの設計・評価を行うことが重要になっている．
設計・評価法の一つとして，離散シミュレーション
（Discrete Event Simulation，以後 DESと記す）があり， 
OPNET［1］，QualNet［2］，ns2などのツールが利用
されている．本論文では，米国を中心に，企業，政府・

OPNETによるモデリングと性能評価方法
Introduction of Modeling and Performance Evaluation Using OPNET

解説論文
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軍事関係，大学などで広く利用されている OPNETツー
ルについて取り上げる．
　本論文では，2.で OPNETの基本的な考え方，全体
像を示す．3.では，仮想 NW環境の概念を示す．4.では，
NWモデルの構成方法の基本について述べる．5.では，
プロトコルモデル作成方法の基本について概説する．最
後に，OPNETを用いた性能評価について整理する．

2． OPNETの基本的な考え方とOPNETツー
ルの紹介

　OPNETは，OPNET Technologies社によって開発
されたツールであり，NW管理・設計に携わる NW技
術者，プロトコル開発にかかわる研究開発者にとってデ
ファクトスタンダードなツールである．米国を中心に，
世界で利用されている．米国 Cisco社［3］では，OPNET

と 自 社 ツ ー ル を 組 み 合 わ せ，NAPAS （Network 

Application Performance Analysis Solution）［4］という
コンサルティングサービスを提供している．
　OPNETには，プロトコル開発用として，DESモデ
リング機能を有するModelerツールがある．Modeler

は，プロトコル設計評価のための階層的なオブジェクト
指向の DESモデリングツールである．ここで述べる階
層とは，NW，ノード，プロセスの 3階層を意味する．個々
の階層に対応したモデリング用エディタが完備されてお
り，C言語により，プロトコルの詳細動作のプログラ 

ミングを行う．RFC準拠の豊富なプロトコルモデルラ
イブラリがあり，モデリングにおいて有用な様々なAPI

が完備している．
　OPNETには，Modeler以外にも，NW設計・管理用
の様々なツールがある．NW，及び，アプリケーション（以
後APと記す）性能評価のための総合管理製品である
Service Provider Guru Network Planner （以後 SP 

Guruと記す）， WDM（Wavelength Division Multiplex-

ing）ネットワーク設計用の Service Provider Transport 

Network Planner, これら二つの層を関連づける SWIM

（SP Guru/WDM Guru Integrated Modeling）というツー
ルがある．NW運用には，コンフィギュレーションとト
ラヒックの情報管理データベースである VNEサーバ 

という製品が用意されている．また，wireless, MPLS, 

IPv6などを扱うスペシャルモジュール群が用意され，
Modelerとともに用いて，詳細なプロトコルモデル作成
が可能である．AP性能分析用には，APのメッセージ
シーケンス測定，ボトルネック分析を行うACEツール
など，ほかにも多数の製品がある．
　本論文では，主に，DESツールであるModelerに関
する基本事項の説明とケーススタディを扱う．また，詳
細なプロトコル評価より，むしろ，実 NW全体の性能

評価に関心のある NWエンジニア向けに，SP Guruの
中で，NWモデル設計上有用な機能についても，以下に
簡単に紹介する．
　SP Guruでは，Modelerにおけるノード，プロセスモ
デリング編集機能をオフにし（プロトコル作成，カスタ
マイズは不可），DESエンジンのみを利用し，NWエディ
タで作成した NWモデルのシミュレーションが可能で
ある．加えて，下記に述べる NW管理上必要な機能を
新たに追加している．
　まず，コンフィギュレーション情報のインポート機能
がある．NWモデルを構成する場合，大きく二つの方法
がある．一つは，パレットからノード，リンクオブジェ
クトモデルを選択，画面上に構成し，各ノードの属性値
を設定，NWとして DESが実行できるようにモデリン
グする方法である．後述のケーススタディにおいて説明
する．一方，コンフィギュレーション情報のインポート
機能では，主要ルータベンダ（Cisco IOS, Juniper 

JUNOS ［5］など）のコンフィギュレーション情報を読
み込み，自動的に NWモデルを構成，設定パラメータ
値をノードオブジェクトの属性値に適切にアサインす
る．ほかにも，VNEサーバ上のコンフィギュレーション
データからのインポートが可能である．対象NWのコン
フィギュレーションデータが入手できる場合や，コンフィ
ギュレーションの記述に慣れている場合は，コンフィギュ
レーションインポートは便利な方法である．
　次の機能は，フローアナリシス機能である．DESでは，
ルーチングプロトコルによるメッセージ情報交換をシ
ミュレーションしてルーチングテーブル（Routing 

Information Base，以後 RIBと記す）を作成するが，フ
ローアナリシス機能では，コンフィギュレーション情報
から DESのようにメッセージ交換をシミュレーション
しないで，計算により RIBを作成する．ルーチングプ
ロトコル別の RIB，管理用重み付け（administration 

weight）を考慮して得られる IP 転送用の RIB（フォワー
ディングテーブル）,　エッジ間の経路などを算出する．
DESと比較した場合，収束時間，故障時の RIB再構成
動作の確認をすることはできないが，DESより短い時
間で RIBを構成できる点がメリットである．ルーチン
グプロトコル動作の過渡状況ではなく，NWの定常時の
Reachabilityや回線使用率のみを把握したい場合には，
フローアナリシスは便利な方法である．
　また，ネットドクター機能も有用である．ノードモデ
ルに設定された属性値をもとに，Pythonで記述したルー
ルエンジンにより，コンフィギュレーション設定の誤り
を検出する機能である．実 IPNWの問題では，設定誤
りが原因である場合が多く，設定誤りを見つけることは
重要である．ルールとは，例えば，ルーチングプロトコ
ルを動作させるために必要な設定上の規則を意味する．
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NW上に同じ IPアドレスが存在してはならないという
簡単なものから，OSPFであれば，参照帯域の設定は，
NW全体で統一しなければならないというものである．
これらについては，文献［6］のチュートリアルも参考に
してほしい．

3．仮想 NW環境の考え方

　OPNETのコンセプトを理解するには，仮想 NW環
境のコンセプトを理解すると分かりやすい．実 NWや
トラヒックの実体（ノード，トラヒックフローデータな
ど）を，図 1のように，コンピュータ上のオブジェクト
へマッピングし，実環境に近い状況をコンピュータ上で
再現する．実ルータの設定パラメータは，OPNET上の
ルータオブジェクトの属性値に，実ルータ上の動作処理
は，OPNET上のルータオブジェクトで動作するプロセ
スモデルに相当する．このように，実体の特性を抽象化
して，オブジェクトとしてマッピングし，構成された 

コンピュータ上の NWモデルを仮想 NW環境と呼ぶ．
　仮想 NW環境を用いた NW管理のワークフローは，
以下のようになる．（1）現状のコンフィギュレーション
データから仮想 NW環境（以後ベースライン NWモデ
ルと呼ぶ）を構成する．（2）コンフィギュレーションの誤
りチェックを実行する．（3）DESを実行し，ベースラ 

イン NWモデルの RIBやリンク使用率の確認，APの
レスポンス特性などの性能分析を行う．（4）ベースラ 

イン NWモデルと比較するための様々なシナリオ， 
コンフィギュレーションモデルを作成する．（5）作成し
たシナリオモデルを仮想 NW上で構築し，What-if test

を実行する．（6）複数のシナリオの中から，最終的な
NW設定を決定し，そのコンフィギュレーション内容を
実 NW環境に適用する．以上のように効率良く体系化
された NW管理を可能とする．

4．ケーススタディ1：NWモデルの作成

　NWシミュレーションでは，対象とする NWのコン
フィギュレーション設定に従って，NWモデルを構築す
る必要がある．ここでは，大規模な IPNWでよく見ら
れるコンフェデレーションを導入した場合を事例に，
NWモデルの作成ポイントについて説明する．本章では，
NWモデルの作成方法の基本と IOSコンフィギュレー
ションと属性値との関係について理解することを目標と
する．
ケーススタディで扱うネットワーク構成
　（ 1）　ASを複数のAS（65000, 65001, 65002）で分割
したコンフェデレーションによる NW構成を考える（図
6）．AS65000では，ルートリフレクタ（RR）を構成し，
そのクライアント（RRC）は，RRと iBGPセッションを
張る．
　（ 2）　分割されたASでは，それぞれ OSPFが動作
している．
　（ 3）　外部AS（200, 300）とは，AS65000の NWと
接続し，自 NWが外部AS間のトランジット NWにな
らないように，eBGPのAS Path 属性を設定する．
　（ 4） トラヒックフローは，（AS65001, 65002, 200，
300）のルータ間をメッシュで設定する．
 [Step 1]　OPNETを起動し，新規プロジェクトを作成
する．OPNETの初期画面から File→ Newを選択す
ると，Wizard画面が 現れる．以後，「→」はプルダウン
メニューの操作手順を示す．プロジェクト名，シナリオ
名の入力が求められ，次に NWトポロジーの構築方法
が求められる．先に示したインポート機能を用いる場合
もあるが，白紙上に NWを作成する場合は，Create 
empty scenarioを選択する．次に NWの規模を選択
する．ノード間距離を考慮するためのものであり，世界
地図，地域図などの様々なスケールが用意されているが，
ロケーションを考慮せず接続状況のみを白紙に描きたい

オブジェクト

実NW 環境 仮想 NW 環境

コンフィギュレーション情報

ルータ

属性値

関　数

リンク

属性値
関　数

図 1　仮想 NW環境［6］
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場合は，Logicalを選択する．次に，NWで使用する
技術の選択画面が現れ，今から作成する NWモデルが
使用する技術を選択する．これにより NWエディタと
パレット画面（図 2）が開く．一度，プロジェクトを作成
した後に再度，NWエディタを開くには，File→
Openで当該プロジェクトを選択する．
[Step 2]　パレットは，モデルライブラリを示す．パレッ
トから必要なオブジェクトを取り出し，エディタ上で
NWを構成する．ルータ，スイッチなどの機器から構成
されるノードモデル，イーサネットリンクや PPP

（Point-to-Point Protocol）回線などのリンクモデル，ア
プリケーションやMPLSなどの様々なパラメータ設定
を容易にするユーティリティモデル，MPLS LSP（Label 

Switched Path）など論理パスを扱うパスモデル，IPト
ラヒックフローなどを扱うデマンドモデルがある．ノー
ドモデルでは，ベンダ別，主要プロトコル別に分類され
ている．
　ベンダモデルは，一般モデルをもとに，インタフェー
ス数，処理能力パラメータ（例えば，Backplane 
transfer rate, Datagram switching rateな
ど）をベンダ製品のスペックに合わせて構成されたもの
である．ノードモデルを構成するモジュール構成，各種
プロトコル動作を記述したプロセスモデルは，一般のも
のと同じである．また，モデル名が例えば router_atm_ 

fe4_slip3_dcという場合は，ATM（Asynchronous 

Transfer Mode）インタフェースを一つ，Fast Ethernet/

Ethernetのインタフェースを四つ，シリアルインタ
フェースを三つ備えたルータノードであることを示す．
これらを参考に NW設計上必要なノードを選択する．
　リンクモデルから，ノード間を接続するリンクモデル
を選び，接続するノード間で接続する．注意として，必

ずそれぞれのインタフェースのプロトコルに一致する 

リンクモデルを用いて接続しなければならない．また，
各インタフェースにアドレスを具体的に設定した場合，
リンクオブジェクトを介して接続されるノードのインタ
フェースとの間で，IPサブネットとして矛盾なく， 
インタフェース同士を接続しなければならない．リンク
オブジェクトの属性値（Edit Port）から，リンクオブ
ジェクトを接続しているノードとそのインタフェースが
表示されるので，この情報をもとに確認する．図 3の場
合，node_5の IF15 と node_10の IF17がリンクモデル
で接続されていることを示す．この設定を間違えると，
画面上はノードがつながっているように見えるにもかか
わらず，パケットが疎通しないというエラーが起きる．
　以上の動作を繰り返してノード間にリンクを接続し，
自分が想定する NWモデルを構成する．ただし，この
段階では，単純にノード間がリンクで接続されただけで，
ルーチングプロトコルや IPアドレスは設定されておら
ず NWとしては機能しない．
[Step 3]　NW設計上一番重要なルーチングの設定を行
う．実際の機器に行うのと同様，IPアドレスのインタ
フェースへの設定に始まり，様々なルーチングプロトコ
ルのパラメータを，ノードオブジェクトの属性値として
設定していく．ここでは，Cisco IOSのコンフィギュレー
ションとの比較をしながら，コンフィギュレーションパ
ラメータと OPNETの属性値との関係を明確にする．
[Step 3.1]　インタフェースの設定
　例えば，インタフェース IF15に，IPアドレス
（192.0.4.1），サブネットマスク（255.255.255.0）
を設定する場合，Cisco IOSでは，以下のように設定する．

　interface IF15
　ip address 192.0.4.1 255.255.255.0

　これに対応する OPNETのルータオブジェクトの 

設定は，IP>IP routing parameter>Interface 

Information属性値で行う．なお，属性値は，トリー
構造になっており，「›」を使って記述する．Interface 

Information設定画面には， Name, Status, Address, 
Subnet mask, MTU（Maximum Transmission 

パレット

図 2　NWモデル編集エディタの画面例 図 3　リンクオブジェクトの属性値表示画面（Edit Port）
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Unit）などの設定項目があり，各項目について，Name
（IF15），Address（192.0.4.1），Subnet mask

（255.255.255.0），MTU（IP）と設定する．ほかにも，
ルーチングプロトコル , ATMや FR（Frame Relay）を
扱う場合の Sub-interface，データ圧縮を定義する
Compression, ルートマップなどポリシーの定義を行
う Routing instance, MPLS VPN（Virtual Private 

Network）を考慮した場合の VRF（VPN routing and 

forwarding）などの設定項目があり，対象とする NW 

コンフィギュレーションに応じて設定を行う．同様の操
作を各インタフェースに対して行う．注意点として，リン
クオブジェクトで対向するノードのインタフェースとの
アドレスの関係，リンクオブジェクトのプロトコル 

とMTUを矛盾なく設定することが重要である．
Loopback addressの設定も同様に行う．
[Step 3.2]　ルーチングプロトコルの設定（OSPF編）
　NWにルーチングプロトコルとして，OSPFを設定す
る場合，Cisco IOSでは，例えば，以下の例のように設
定する．

　router ospf 100
　timers spf 20 40
　auto-cost reference-bandwidth 155000

　network 10.11.100.4   0.0.0.0 area 0
　network 10.11.14.0    0.0.0.255 area 0

　これは以下を意味する．（i）プロセス番号 100の
OSPFを起動させる．（ii）shortest path firstを実行す
る上でのタイマ値，delay, holdingをそれぞれ 20, 40 

に設定する．（iii）リンクコスト算出に用いる参照帯域 

を 155 Mbit/s に 設 定 す る．（iv） 設 定 し て い る
10.11.100.4/32, 10.11.14.0/24の NWに所属す
るインタフェースで OPSFを実行させ，エリア番号を 0

と設定する．NW上の同じプロセス番号をもつ全 OSPF

ルータにおいて，タイマ値と参照帯域を一致させておく
ことは，いうまでもない．
　OPNETの OSPF属性値との対応は以下のようにな
る．IP Routing Protocols>OSPF Parameters
から OSPFのパラメータ設定画面が表示される．ここ
で，OSPFに必要な様々なパラメータを設定することが
できる．SPF Calculation Parameters, Reference 
Bandwidth, Network Informationなどのプロパ
ティを用いて，タイマ値，参照帯域，NWを設定する．
加えて，IPのインタフェース設定画面上で，OSPFが
動作する各インタフェースのルーチングプロトコルを
OSPFと設定した後，OSPF属性値の設定画面の
Interface Information テーブルを開く．OSPFを
動作させるインタフェースに対し，Statusを enabled, 

Areaを 0.0.0.0, Tag Numberを 100に設定する．

以上が，IOSの記述から OPNETのルータオブジェク
トの属性値への設定する方法である．
[Step 3.3]　ルーチングプロトコルの設定（BGP編）
　大きな NWを扱う場合 BGPは不可欠である．NLRI 

（Network Layer Reachability Information）や Neighbor 

など，様々な設定が必要になる．例えば，コンフェデレー
ション設定では，Cisco IOSの場合，

　router bgp 65000

　no synchronization

　bgp router-id 100.0.0.1

　bgp confederation identifier 100

　bgp confederation peers 65001, 65002

と設定をする．この設定では，コンフェデレーション
IDは 100, 分割したASにおいて，自ASの BGP AS

番号は 65000，Peer関係の Sub ASは，それぞれ
65001, 65002である．非同期設定とし，Router IDは，
100.0.0.1となる．
　OPNETの属性値設定では， IP Routing Protocols 
>BGP Parametersから Global Propertiesを選択， 
Confederation Configurationで Confederation

の設定（IDを 100,　peersを 65001, 65002）を行い，
Address Family Propertiesの中の Synchronization

を Disabledに， 最後に IP>IP routing parameters

で Router ID（100.0.0.1）と Autonomous Number

（65000）を設定する．
　次に NLRIの設定を行う．Cisco IOSでは，network 

コマンドで，例えば以下のように記述する．

　network 192.0.1.0 mask 255.255.255.0

　OPNETで は，Address Family Propertiesの
中の Network Reachability Informationの中
で A d d r e s s（192.0.1.0），Subnet mask

（255.255.255.0），及びルートマップ項目の設定を行
う．Neighbor属性値の設定では，具体的に iBGP, 

eBGPのセッション相手を設定する．Cisco IOSでは，
以下のように設定される．

　neighbor 192.0.1.1 remote-as 200

　neighbor 192.0.1.1 update-source IF16

　neighbor 192.0.1.1 next-hop-self

　neighbor 192.0.1.1 filter-list 1 out

　neighbor 100.0.0.3 remote-as 65000

　neighbor 100.0.0.3 update-source LB0

　neighbor 100.0.0.3 next-hop-self

これは，eBGP，iBGPセッションを一つずつ設定して
いる事例である．図 4は，上記 Neighbor属性値の設定
に対する OPNETの BGPの属性値の設定画面例を示
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す．AS200の NWのうち 192.0.1.1の IP addressを
もつインタフェースとの間に eBGPセッションを設定，
自ASからの NLRIなどの情報は IF16を通じて更新
し，自ASのプレフィックスの next hopは，このノー
ドであることを示す．番号 1で定義された Filter Listを
AS200へ出ていくプレフィックス情報に対して適用す
る．OPNETでは，BGP Parameters>Neighborsプ
ロパティの中で，Address（192.0.1.1），Remote 
AS（200），Neighbor Propertiesの中の Update 

Source（IF16），Next Hop Self（Enabled）で設定
を行う．Route Filterの設定は，Neighbors>Address 
Family Parameters> Route Filters>Send Path 

Listで 1と設定する．例えば，Route Filterとして，
AS Path Listにおいて，自AS番号以外のAS番号をも
つプレフィックス情報を他のASに通知しないための
Filterをかける場合，Cisco IOSでは，

　ip as-path access-list 1 permit ^$

と記述する．OPNETでは，Global Properties>AS 
Path Listプロパティの中で，Match Expression
（^$），Action（Permit） と 設 定 す る．OPNETの
BGPは，IPv6, VPNv4/v6 などのAddress familyも対
応している．
　以上，Cisco IOSのコンフィギュレーションとの対比
で属性値設定方法の説明をした．NW設計経験者であれ
ば，NWモデル作成において，コンフィギュレーション
情報を属性値に設定していく様子が，実践的であること
が理解できたと思う．
　NW設定の可視化は， View→ Visualize Protocol 

Configurationから，IP Routing Protocols（IPv4, 
IPv6），BGP Peers, OSPF Area Configurationを
選択することで，画面上に設定状態を表示できる．この
情報は初期段階の誤り発見に役立つ．更に詳細な誤りを
検出するにはネットドクター機能が便利である［6］．大
きな NWでは，コンフィギュレーション情報を取り込

み，NWモデルを自動構築するインポートモジュールや
VNEサーバを利用する方法が有効である．シミュレー
ション後に RIBを確認するためには，ルータノードの
属性値である Reportsプロパティで，該当するルーチン
グプロトコルに対し，Exportを指定する．なお，IOS

コマンドと OPNETでのサポート状況の詳細について
は，OPNETのホームページで確認できる（注 :ユーザ
IDとパスワードが必要）．
[Step 4]　トラヒックフローの設定
　NW管理設計のためには，Cisco Netflowなどを用い
たプレフィックス間の交流トラヒック（以後，デマンド
トラヒックと記述する）量の測定が必要になる．ある 

リンク容量を増大させると，ルーチングプロトコルに
従って，転送ルートが変化する可能性があるため，NW

全体を見てリンク容量設計を行う必要がある．測定され
たデマンドトラヒックをモデル上にインポートすること
も可能である．ここでは，様々な要因（ユーザ数の推移，
新規サービス開始など）を考慮して推定されたデマンド
トラヒックを考える．推定デマンドトラヒックを考慮し
たトラヒックシナリオを，モデル上に展開する方法につ
いて述べる．更に，RIB作成のために必要な制御パケッ
トを厳密にシミュレーションするが，転送されるデータ
パケットに関しては，下記に示すトレースパケットに代
表させ，リンクの使用率などを算出する，ハイブリッド
型 DESについて説明を行う．これは，すべてのパケッ
トごとにシミュレーションする詳細な DESに比べると
精度は落ちるものの，転送ルートと各リンクにかかる負
荷を短時間で推定可能な，解析手法と DESを組み合わ
せた方法である．
　デマンドトラヒックオブジェクトは，発着アドレス，
設定した時間間隔でのビットレート（bit/s），パケット
レート（packet/s）の時系列データなどを属性値としても
つ．DES上では，発アドレスから，bit/s, packet/sの
情報をもつトレースパケットを送信する．これを受け
取ったリンク，ノードオブジェクトは，統計量としてこ
の分のトラヒック量（送受信トラヒック量，リンク使用
率）を計算する．各ノードではこのトラヒック量に応じ
て簡単な待ち行列モデルによる待ち時間情報を統計量と
して計算する．厳密な DES動作によって構築された
RIBに従い，着アドレスノードまでトレースパケットは
送達される．
　具体的にデマンドトラヒックを設定する．NWのすべ
てのエッジルータを選択し，Traffic→ Create 

Traffic Flows→ IP Unicast… を 選 択 す る と，
Traffic Create画面（図 5）が開く．ここでは，簡単のた
めにすべてのエッジルータ間でフルメッシュに設定さ
れた，デマンドトラヒックフローを考え，すべて同じ
トラヒック量をもつものとする．図 5にあるように，

Neighbor
の具体的
な設定Neighbor 定義

図 4　BGPの属性値の例
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Intensity, ToS, Protocolを設定できる．Create

ボタンを押すと，画面上に青色点線で，デマンドトラヒッ
クフローのオブジェクトが現れ，トラヒックが設定され
たことを示す（図 6）．
[Step 5]　シミュレーション（What-if test）の実行
　DES→ Choose Individual Statisticsから測
定項目を設定し，Run Discrete Event Simula-
tionでシミュレーションを実行する．各リンクの使用
率，RIB，デマンドトラヒックの経由するルートなど，
設定した統計量を確認する．経由ルートの表示
（Protocols→ IP→ Demands→ Display Routes 

for Configured Demand…）では，DESの終了時点に
おけるトラヒックフローのルートが示される（図 6では，
青色の太い点線で，矢印により「ルート」と示したものが
これに相当する）．設定した測定項目は，DES→

Results→ View Resultsから確認，グラフ表示が
できる．
　以上，OPNETのモデルライブラリを用いた NWモ
デルの構成，DES実行に関する方法のポイントについ
て簡単に説明した．ほかにも多くの機能をもつノードオ
ブジェクトがあり，それぞれ DESを実行するための設
定方法があるが，ここでは割愛する．OPNETのライブ
ラリにあるプロトコル機能をカスタマイズする場合，新
規に開発するプロトコルについて評価する場合は，自ら
モデルを構築する必要がある．

5．ケーススタディ2：プロセスモデルの作成

　プロセスモデルの基本的な作り方を説明するため，ト
ラヒックソースモデルの一例として，5.1で示す簡単な
機能をもつパケット送信・受信モデルを考える．次に，
5.2でノードモデル作成について述べる．更に，5.3で，
プロセスモデルの作成ポイントについて説明する．特に，
プロセスモデル間の親子関係，ICIの使い方について説
明し，デバックモードで動作させ，エラーを検出，対処
する事例を示す．

5.1　ケーススタディで扱うモデル
　（ 1）　プロセスモデルの概念の説明が目的であるた
め，TCP, IP, MACなどのプロトコル内部処理の説明に
は踏み込まず，単純にパケットを送受信するプロセスモ
デルのみをここでは扱う．
　（ 2）　送信側のマネージャプロセスは，複数の子プロ
セスを生成，これを管理する．生成された子プロセスは，
それぞれ，生存時間中パケットを送信するトラヒックフ
ローに相当する．子プロセスは生存終了時間に到達する
と，マネージャプロセスに，そのプロセス番号とプロセ
スの終了を割込み通知する．
　（ 3）　受信側は，到着したパケットを受信する機能を
もつ．

5.2　ノードモデルの作成
　ノードモデルを構築する場合，ノードモデルエディタ
から，Process, Queue, Transmitter, Receiverなどを意
味するモジュールを，プロトコルレイヤ構成に従って組
み合わせ，それぞれのモジュール間を矢印で結び，ノー
ドモデルを構築する．各モジュール間の情報流通方法に
は，（a） パケット，（b） 割込み，（c）ICI（Interface Control 

Information，説明は後述）の 3 種類がある．ノード
モデル中の矢印はパケットの通り道を意味する．
Interfaces→ Node Interfacesから，ノードモデ
ルに関するプロパティを設定できる．複数のシミュレー
ションモデルと協調シミュレーション（co-simulation）を
行う場合やトレース時間をもとにシミュレーションをす
る場合，OPNETと外部プログラムを連携する必要があ

図 5　Traffic Create画面

RRCRRC

AS200 

デマンド
トラヒック
の一例

Confederation
100

AS300 

RR 

65000 
RRC

ルート

65001 65002

図 6　デマンドトラヒックの経路 （ルート） の一例
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る．この場合，ESYS（External SYStem）API用モジュー
ルを用いてノードモデル設計する．co-simulationなど
外部プログラムとの連携は，基本事項の範疇を超えるの
でここでは説明しない．
　図 7にケーススタディで扱う送信側ノードモデル構成
を示す．Process, Transmitter, Receiverモジュールを
組み合わせた単純なモデルである．Process モジュール
では，下記で作成するプロセスモデル（hy_magazine_ 
source_mgr）が動作するように属性値を設定する．

5.3　プロセスモデルの作成
　プロトコルや制御手段を評価する場合，本質となる 

コントロールプレーンの処理動作をできる限り忠実にモ
デル化する必要がある．そのためには，（i）考慮すべきプ
ロトコルの状態遷移図，（ii）状態遷移するタイミング，
（iii）交換する情報内容とその交換手段，を明確にモデル
化することが重要である．モデル化のワークフローは，
以下のようになる．（1）検討対象のプロトコルついて十
分分析する．（2） 状態遷移図を作成する．（3）作成した
状態遷移図をもとに，OPNET上で状態遷移図を作成す
る．（4）遷移条件や定数などを定義する．（5）具体的動作
をプログラミングする．（6）コンパイルリンクし，デバッ
ガを利用してバグを検出する．問題があれば，（5）に戻っ
て修正し，モデルを完成させる．
[Step 1]　OPNET上で状態遷移図を作成
　この単純なケーススタディモデルは，パラメータの初
期化を行う Init状態，待機状態の wait状態，及び，
パケットを送信するトラヒックフローを生成する子プロ
セス（hy_magazine_simple_source）を起動する
spawn状態，同プロセスの終了管理を行う clear状態
の四つの状態から構成される．プロセスモデルの状態遷
移図を，図 8 に示す．この管理プロセスから起動される
子プロセスの状態遷移を図 9に示す．説明上分かりやす
くするために，両図中で，状態名には下線を引いている．
また，（遷移条件マクロ名）／遷移時の動作関数，の形式で
遷移条件と動作を示す．子プロセスは，初期化（Init
状態）の後，generate状態でパケットを生成，送信する．
子プロセスの生存時間は，属性値で設定した確率分布に
従う．子プロセスの生存中は，属性値で設定された確率
分布に従う送信間隔でパケットを送出する．生存時間が

終了すると，stop状態に遷移，マネージャプロセスに
終了を告げる．
　状態には，Unforced（赤色）と Forced（緑色）の 2種
類がある．Unforcedでは，状態遷移時点で，状態に入
る際に定義した処理（enter exec）を行い，DES カーネ
ルからの割込み待機状態になる．割込み受信後直ちに，
状態を出る際に定義した処理（exit exec）を行う．一方，
Forcedでは，状態に入る際に，enter execを行い，
DESカーネルからの割込み信号を待つことなく直ちに
exit execを実行，状態を出る．今回，親プロセスは，
wait状態のみ，子プロセスはすべて Unforcedである．
wait状態では，遷移条件に相当する DES カーネルか
らの割込みを待つ．親プロセス内で定義した，次の子プ
ロセスの起動スケジュールによる割込み通知があった場
合は，spawn状態へ遷移する．生成した子プロセスか
らの割込み通知の場合，clear状態へ推移する．
　次に，遷移を示す矢印には，実線と点線がある．実線
は，確定的にこの線に沿って状態が遷移することを示し，
点線は，状態遷移条件が真の場合に，その矢印に沿って
状態が遷移することを示す．したがって，ある状態から
複数の状態のいずれかへ遷移する可能性がある場合，そ
れぞれについて，遷移条件を定義する．タイマ終了，パ
ケット到着，内部割込みなどが遷移のトリガとなる．状
態遷移図は，検討対象のプロトコル動作を分析し，どの

Receiver Transmitter 
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図 7　送受信ノードのノードモデル
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図 9　子プロセスモデルの状態遷移
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ような状態が考えられ，どのようなトリガのときに何を
行うか，次にどの状態に推移するかを Forced/Unforced

状態モデルと実線／点線による矢印によって表現する．
[Step 2]　HB（Header Block）の構築
　プロセスモデルエディタには，ヘッダ情報，変数，関
数を定義するテキスト画面がある．[Step 1]で定義した
状態遷移条件の具体的なマクロ定義のほかに，必要な
include fileの宣言，このプロセスモデル内で用いる割
込みコード値の定義，FB（Function Block）で定義する
関数の宣言などを HBで定義する．変数については，
SV（State Variables），TV（Temporary Variables）で
定義し，HBで宣言した関数のプログラムを FBで記述
する．
[Step 3]　プロトコル動作のプログラミング
　enter/exit exec，及び FBでは，OPNETのAPIを
利用し，C言語を用いて，検討対象となるプロトコル動
作をプログラミングする．ここでは，プロセスモデルの
親子関係と ICIの概念を中心にパケット処理，割込み処
理に関する OPNET APIについて説明する．
[Step 3.1]　プロセスモデルの親子関係を表現するAPI

　セッションの全体管理と個々のセッションのパケット
送受信動作の記述を，一つのプロセスモデルで記述する
と複雑になり，モデリングを理解，拡張する上で，効率
的でない．OPNETでは，図 10に示すように子プロセ
スを起動（invoke）させることができる．生成される子プ
ロセスの管理と個々のセッション動作を示す子プロセス
を別々にモデリングする方が，プログラム上管理しやす
い．子プロセスの作成は，以下のAPI を利用して記述
する．
　（ i）　op_pro_create（プロセス名 , 引数情報への
ポインタ）でプロセスハンドルを作成する．
　（ i i）　op_pro_invoke（ プ ロ セ ス ハ ン ド ル 名 , 

op_pro_argmem_access（）でアクセス可能な情報へ
のポインタ）で，子プロセスを起動する．
　例えば，今回のモデルでは，マネージャプロセスが

spawn状態に入ったときに，以下の記述で子プロセス
を起動させる．

　flow_prohndl = op_pro_create 

    （“hy_magazine_simple_source”, OPC_NIL）

プロセス名が hy_magazine_simple_sourceの子プ
ロセスハンドル（flow_prohndl）を定義する．次に，

　op_pro_invoke （flow_prohndl,　
                   flow_ptc_mem_ptr）;

で，情報共有する構造体（flow_ptc_mem_ptr）を引数と
して子プロセスを起動する．プログラム中で用いる構造
体の定義は，HBの中，または，ヘッダファイルを作成
して定義する．プロセス間の情報共有を可能とするため
のAPIも用意されている．
　（iii） op_pro_argmem_access APIを用いて，子プ
ロセスは，親プロセスの指定した情報へアクセスできる．
この事例では，子プロセスは，flow_ptc_mem_ptrに
アクセス可能であり，親プロセスと情報共有できる．
　（iv） op_pro_modmem_install APIを用いて，同
じモジュール内の他のプロセスと共有できる情報を指定
する．
　（v） op_pro_modmem_access APIを用いて，（iv）で
インストールされた共有情報にアクセスできる．
[Step 3.2]　パケット処理と ICI処理のAPI

　プロセス間の情報交換手段は，主に，パケットと ICI

による方法がある．パケットによる情報交換は，パケッ
トフィールドを用いる．これに情報を付与し，受け手が
アクセスすることで情報を得る．一方，内部のプログラ
ム間の割込み処理による情報交換では，パケットではな
く ICIを用いる．この事例では，magazine_ici を定
義する．OPNETでは，パケット，ICIについて，それ
ぞれ構造を定義するエディタがある．図 11は ICIエ
ディタの例で，invoked_pro_idという名前の属性値
（integerタイプ）一つから構成される ICIを定義して
いる．
　主なパケット処理に関するAPIを，以下に示す．
　（ i） op_pk_create_fmt（パケットフォーマット）
で，パケットを生成する．

共有情報

op_pro_argmem_access（）

op_pro_invoke（Process 

handle, 共有する引数情報）

Invoke 

子プロセス

親プロセス

図 10　プロセスの親子関係［6］ 図 11　ICIエディタ画面（一部）
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　（ i i） op_pk_nfd_set（パケットポインタ，フィー
ルド名，値）で，パケットのフィールドに値を設定する．
　（iii） op_pk_send（パケットポインタ , 送信先の
Stream Index（ノードモデル上で，次に送信するモジュー
ルへの矢印の ID））でパケットを送信する．
　（iv） 受け側は，op_pk_get（パケットを受け取っ
た矢印の ID）により，パケットポインタを受信する．
　（v） op_pk_nfd_access（get）（パケットポイン
タ，フィールド名，値）で，パケットのフィールドの設
定値を取得する．
　（vi） op_pk_destroy（パケットポインタ）で，パ
ケットを廃棄する．
　ICIは，パケットに似たデータオブジェクトであり，
プロパティにデータを入力できる．様々な割込みに付随
させて，この情報を割込み先に通知する．主な ICI処理
に関するAPIを以下に示す．
　（ i） op_ici_create（フォーマット名）で ICIを作
成する．
　（ i i） op_ici_attr_set（ICIのポインタ，属性値名，
属性値）で，必要な情報を設定する．
　（iii） op_ici_install（ICIのポインタ）で ICI情
報をインストール（通知可能に）する．
　（iv） 割込み処理を実施する．
　（v） 割込みを受けた側は，op_intrpt_ici（）で
ICIポインタを取得する．
　（vi） op_ici_attr_get（ICIのポインタ，属性値名，
属性値）で，属性値のデータを取得する．
　（vii） op_ici_destroy（ICIのポインタ）で ICIを
廃棄する．
　ケーススタディモデルでは，子プロセスの終了時に，
親プロセスに対し，ICIを用いて子プロセスのプロセス
番号の通知を行い，generate状態から stop状態に遷
移する．ICIの定義と実行は以下のように行う．
　（a）　magazine_iciとそのプロパティを定義する．

　ici_ptr = op_ici_create（“magazine_ici”）; 

　（b）プロパティの設定値としてプロセス IDをセット
する．

　op_ici_attr_set（ici_ptr, “invoked pro_id”,

　P_to_C_mem_ptr->pro_id）;

　（c）親プロセスへの割込みに付随して ICI情報が送信
できるようにする．op_ici_install（ici_ptr）; 
[Step 4]　プロセスモデルのコンパイル
　プロセスモデルを構築後，コンパイルを行う．メニュー
の Compile Code，または，コンパイルアイコンから 

コンパイルを実行する．図 12は，誤りがあった場合の
事例である．コンパイルを失敗すると Compilation 

failedを示す画面が開き，エラー箇所を示すリストが
表示される．これをもとに，誤りを探す．今回は，
clear状態で用いた変数 flow_invoked_info_ptrが
変数として定義されていないことを示すエラーである．
TV（Temporary Variables）内にこれを定義し，再度 

コンパイルすると，Doneと表示された画面が開き，コ
ンパイルが成功する．
[Step 5]　ネットワークモデル上での実行とデバッグ
　モデル上利用するすべてのプロセスモデルをコンパイ
ルリンクし，NWシミュレーションとして動作すること
を確認する．OPNETのデバッガツール（OPNET 

simulation DeBugger：ODB）を利用する．扱うケース
スタディの NWモデルは，図 13のように非常に単純な
モデルである．magazine_nodeでは，トラヒックフロー
動作を行う複数の子プロセスが発生し，生存時間中，パ
ケットを sink_serverに送信する単純なモデルであ
る．

5.4　ODB （OPNETデバッガ）の動作
　シミュレーション実行画面で， 図 14のように ODB使
用を宣言する．シミュレーションを実行するとコンパイ
ルリンク処理がなされ，0時点の DESの最初のイベン

図 13　ケーススタディの NWモデル

magazine _ node sink _ server

図 12　コンパイルエラーのときの表示例（一部）



26 通信ソサイエティマガジン  NO. 7  冬号  2008

トを待つ状況まで処理が進む．コンソール画面の「ODB›」
の部分に，ODBコマンドを用いて，DESのイベントの
進行を制御できる．また，プログラム中にラベルを定義
できる．ラベルを指定してシミュレーションを実行させ
ると，プログラム中で指定した情報をコンソール画面に
表示できる．今回，magazineというラベルを以下のよ
うにプログラム中で定義した．

　ltrace_flow_source_mgr_active=
　op_prg_odb_ltrace_active（“magazine”）;

　ラベルを指定し， 30シミュレーション時点までイベン
トを進めるための ODBコマンドは以下のようになる．

　ODB>ltrace magazine（magazineラベルを指定）
　ODB>tstop 30　（30時点でイベントをストップ）
　ODB>c　（30時点までシミュレーションを実行）　

プログラム上にエラーがあると，実行途中で以下のよう
な画面が現れる．コンソール画面にも，Program 

Fault, Program Abortの画面が表示される．
　このエラー解決のかぎは，画面（図 15）とコンソール
画面（図 16）で示された情報である．今回の Program 

Abortの直接原因は，Invalid Memory Accessであ
ることが読み取れ，その場所は，magazine_nodeオブ
ジェクトの中の Processモジュールであること，また，
op_pro_invokeコマンドに問題があることを画面は示
している．コンソール画面では，Functionとして，hy_

magazine_simple_source [init enter execs]

と記述がある．これは，親プロセスが起動した子プロセ
ス（hy_magazine_simple_source）の初期状態（Init

状態）で，親プロセスと共有する情報メモリに，アクセ
ス処理の部分に問題があることを示す．エラー表示内容
から，問題は，親プロセスが，共有情報メモリを正しく
引数として定義しているかどうかに問題があると推測で
きる．実際，親プロセスを確認すると，

　op_pro_invoke （flow_prohndl, OPC_NIL）;

とコーディングされており，子プロセスがアクセスする
メモリポインタを示していなかった．これを，

　op_pro_invoke（flow_prohndl,flow_ptc_mem_ptr）;

と修正することで，エラーは解消される．DESは実行
され，図 17のような，経過時点におけるアクティブフ
ロー総数の計測とこの結果のグラフを作成できる．これ
は，ある時点で同時に動作している子プロセスの数を意
味する．sink_serverにおける受信パケット数など，
これ以外にも検討に必要な統計量を登録，測定可能であ
る．
　ODBには，逐次イベント処理結果をトレースするコ
マンドや，プロセス，ノードなどのオブジェクト番号を
表示するコマンドなど，様々用意されており，これらを
用いてモデルの誤りを検出，修正することができる．

図 15　エラー表示画面

図 16　エラー表示したコンソール画面

図 14　ODB実行を指定する画面（一部）
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　紙面の関係で，統計量，プロセスモデルインタフェー
スの設定，その他重要なAPIについての説明は割愛す
るが，基本的には，上記で示したワークフローに従って，
ノード，プロセスモデルを作成する．オンラインマニュ
アルからAPIや ODBの詳細を知ることができる．カ
スタマイズしたプロトコルを OPNET上のライブラリ
モデル，例えば，IPプロトコルモジュールと整合性を
とって動作させるには，IPモジュールの内部動作と IP

のプロトコル動作をよく理解した上で，モデルを作成す
る必要がある［6］．

6．む　す　び

　OPNETのモデリング，利用方法に関する基本内容に
ついて説明した．IPNW上のプロトコル性能評価では，
コントロールプレーンを表現する「NW上の各ノードが，
どのような情報を，どのようなタイミングで交換し，そ
れに対応して，どのような状態遷移をして，動作を行う
か？」を明確にすることが不可欠である．また，様々な
NW構成の上で，検討対象のプロトコルが動作すること
を証明しなければならない．OPNETモデリングはこれ
を可能とする．また，NW管理ツールして，実際のコン
フィギュレーションに応じて NWモデルを構築，様々
な設定，障害，トラヒックシナリオをもとにWhat-if 

testの実行環境を構築できる．
　OPNETのホームページには，有用な参考資料が豊富
にある（注：一部アクセスにアカウント，パスワードが
必要）．また，NWモデリングには，コンフィギュレー 

ションの知識は必須である．Ciscoのホームページ［3］
など，コンフィギュレーション事例も豊富で参考になる．
［7］，［8］は，参考書であり，［8］は OPNETの練習問題集

である（ただし記載されているバージョンは，現在のも
のより古い）．
　ここで記述した内容は OPNETの基本事項のごく一
部である．OPNETで実践的なプロトコルモデルを作成
するには，モデル構築の経験を積むことが重要なことは
いうまでもない．最後に，これから OPNETを用いて
プロトコルや NWのモデリングを試みようとする人に
少しでもお役に立てば幸いである．
［注意事項］
　文章中に記載されているシステム名，商標名は，その
開発元の商標または登録商標であり，この資料では，解
説説明を行う目的でのみ，商品名などを記載している．
その商標権を侵害する意思，目的のないことをここに，
申し述べておく．OPNETのモデル紹介は Ver.12をも
とに解説をしている．OPNETのバージョンは，毎年上
がるため，今回の説明部分について，別バージョンでは，
変更されている場合もあることを御了承頂きたい．
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　近年，ネットワーク内では多種多
様なサービスが提供されており，従
来以上に高度な品質管理が要求され
るようになってきた．しかしながら，
これまでの SNMPをベースとする品
質管理では量（流量）の監視は可能で
あるが，質（ロスや遅延等）の監視は
困難であり，VoIP等の品質に敏感な
アプリケーションの劣化を把握する
ことはできなかった．このような従
来機器では把握できない障害（サイ 
レント障害）に対しては，問題の早期
発見や障害位置特定を行うことは困
難である．この問題を解決するため
にNetwork Problem Locatorを用いた
IP試験ソリューションを開発したの
で紹介する．
■ ネットワークトモグラフィ技術

　Network Problem Locatorではサイ
レント障害でも検出できるように，
ネットワークトモグラフィ技術を採
用している．一般にトモグラフィと
は様々な方向から計測対象に光や電

波を当て，その透過情報などの観測
値をもとに，対象内部の状態を推定
する技術である．代表的なシステム
としては X線CT （Computed Tomo-
graphy）等が存在する．この考え方を
ネットワークに応用した技術がネッ
トワークトモグラフィである．この
手法では，ネットワークという計測
対象に，様々な方向からトラヒック
を流し，その結果収集される End-to-
End品質を解析することで，ネット
ワーク内部の状態を把握する．従来
方法で詳細な内部状態を知るために
は，リンクごとに直接計測装置を置
く必要があったが，この手法ではそ
の必要がなく，障害時や品質劣化時
の問題箇所切分けを早期に行うこと
が可能となる．
■ 大規模化への対応

　しかしながら，ネットワークトモ
グラフィでは，リンク数×フロー数
のテーブルを保持して内部状態を推
定しており，ネットワークが大規模

になると計算量が急激に増加する．
この問題を解決するため，本システ
ムではネットワークを分割監視する
ことで高速に計算する手法を開発し
た．この分割監視では単純に監視領
域を分けるだけではなく，分割領域
をまたがる品質結果に対する再度の
推定処理を加えることにより，高精
度な推定が可能となる．
■ 他システムとの連携

　Network Problem Locatorのほかに
もQoSAnalyzer（パッシブ計測）や
Active Test Server（アクティブ計測）
といったソリューションがあり，こ
れらの計測結果を入力情報として利
用することも可能である．また，ト
ポロジー取得ツールとの連携も可能
であり，総合的なネットワーク運用
管理ソリューションとなっている．
　本研究（の一部）は，総務省の委託
研究「次世代バックボーンに関する研
究開発」プロジェクトの成果である．

図 2　Network Problem Locator管理画面イメージ
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　携帯電話などのモバイル機器は，
各種の通信機能やアプリケーション
の利用増に伴い，消費電力量が増え
る傾向にある．それに伴って，同機
器を駆動するのに必要なリチウムイ
オン電池への要求が高まっている．
この電池はエネルギー密度が高い反
面，安全性や品質確保に大きな課題
がある．携帯電話は身に着けて使っ
たり，暑い環境で使ったり，落下さ
せたりと使用状態が多種多様である
ので，安全な携帯電話社会を実現す
るためには，安心して使える電池の
安全管理技術が急務の状況である．
　ここでは，NTTドコモのユビキタ
ス＆モバイル用パワーの研究開発の
一環として，モバイル機器にとって
必須なリチウムイオン電池の管理 
技術の確立，及びその応用例である
インテリジェント電池パック（電池
パックの専用保護回路モジュールは
ミツミ電機と共同開発中）開発の紹介
を行う．

■ リチウムイオン電池の安全管理技術

（新試験法，劣化判定）

　リチウムイオン電池の課題は，安全
な商用電池を確認する試験法や，その
電池が故障や劣化などによる不安全
性を未然に検出できないことである．
この電池はまれに落下や衝撃などの
外部要因や製造不良などの内部要因
により，異常発熱や発煙などの異常状
態が発生する．この現象は電池容量や
構造などによって振舞いが異なって
おり，その現象に即した確認手法が望
まれていた．本検討では，電池の不
具合の特性を分類し，それを模擬す
る試験法（微小な内部ショートなどを
再現する部分短絡試験，圧壊とサイク
ル試験を同時に行う複合試験など）を
定義し（表 1参照），商用電池の安全性
の確認手法を確立した．
　一方，電池の診断に関しては，電
池の運用上から瞬時の劣化判定技術
の要求が高まっている．本検討では，
電池の複素インピーダンス特性の分

析や各種の劣化電池の分析により，1 
kHz時の電池の交流抵抗と電池容量
の値に一次の回帰式で表せる相関関
係があることを見出し，この交流抵
抗を測定し，瞬時に電池容量を推定
できる劣化判定の技術を示した．
■ 電池パックの高度化（インテリジェン

ト電池パック）

　前記の電池安全管理技術を含んだ
高機能電池用の保護回路モジュール
を搭載したインテリジェント電池
パックを開発した．本機能としては，
微小な内部ショートなどの電池の異
常状態を未然に検出して携帯電話の
表示する機能や，その履歴を記憶し
ておき，不具合などが発生した場合
の解析データとして活用する機能を
実現している．前記の安全管理手法
を適用した電池セルと同開発品の保
護モジュールを搭載した新型電池
パックの導入により，恒久的に電池
の不具合の防止が図れることが期待
できる．

図 1　インテリジェント電池パックの概要

現行の電池パック

機能追加

      機　能                                 内　　容
電池故障診断　過電圧，  過充電などの異常状態を表示 ・ 履歴化
電池劣化診断　電池容量の劣化度合を診断，  取替時期を表示
電池残量計測　通話可能時間，  待ち受け時間を高精細に表示
各種情報管理　製造日時，  電池 ID などの電池の製造情報

機能追加の項目

電池セル
（リチウムイオン電池）

保護回路モジュール 高機能保護回路モジュール

電池セル
（リチウムイオン電池）

インテリジェント
 電池パック

最近の研究開発成果の紹介

（株）ＮＴＴドコモ

モバイル機器用のリチウムイオン電池の安全管理技術と
インテリジェント電池パックの開発

表 1　電池の独自試験項目

使用状況 想定原因 影　響
新ドコモ試験基準

（主要）

過充電
（高電圧，大電流）

規格外充電
非純正充電器

膨れ，漏液，
発煙，発火

過電圧印加試験
（4.31 V試験）

電池端子短絡 パック単体での
チェーンショート

温度上昇，
漏液，発火

短絡試験
（高温 60度）

電池破損 落下，圧壊 温度上昇，
漏液

複合試験
（微小圧壊＋劣化試験）

水濡れ 水中投下 膨れ，充電不可
（端子腐食） 水没試験（イオン水）

高温放置 炎天下の車中 容量劣化，
膨れ，漏液

高温試験
（150度試験）
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　RFIDに代表される自動認識技術を用いることで，これ
まで主にコンピュータ同士をつないでいたインターネッ
トで，モノや人，場所をつなぐことができるようになる．
この数年で急速な進展をとげてきたネットワーク型 RFID

の技術と利用について解説する．

ネットワーク型 RFID，RFタグ，リーダライタ，ソフトウェア，
サプライチェーン，ライフサイクルマネジメント

1．まえがき 　　

　Internet of things（モノのインターネット） という言
葉が気に入っていて，よく使う．モノとモノが，つなが
りをもち，新しいアプリケーションや使い方をエンド
ユーザ（つまり自分たち）が主体となって作る新しい世界
感を表しているように思うからである．RFID （Radio 

Frequency Identification） はこうしたモノのインター
ネットにおいて，モノと情報システムをつなぐ一つの仕
組みである．
　JIS規格［1］によると，RFIDは「誘導電磁界又は電波
によって，非接触で半導体メモリのデータを読み出し，
書込みのために近距離通信を行うものの総称」となって
いる．近距離通信の構成要素は RFタグとリーダライタ
である．RFタグは大きく分けて「自らデータを送信す
る機能を備えている能動型 RFタグ （アクティブタグ）」
と「リーダライタから送られてきた搬送波の電力を利用

して送信する機能を備えている受動型 RFタグ （パッシ
ブタグ）」に分類されている．RFIDは数ある自動認識技
術の中でも，様々なアプリケーションや情報システムと
オープンな無線アクセスシステムの融合，そして技術と
ビジネス，標準化が同時進行しているという点が特徴と
いえるだろう．
　Zigbee ［2］， UWB ［3］などのアクティブタグに関して
は既に本誌で紹介されているので，本論文では主として
パッシブ RFID，特にネットワークへの接続を原則とす
るネットワーク型 RFIDに関する新しい技術や標準化の
動向について解説する．
　RFIDはレーダの応用技術として 1940年代から提案
され［4］，使われてきたが 1990年代から 2000年にかけ
て技術標準化や製品の開発，実用化が進み［5］，現在は
交通システム，各種入退室管理，物流など日常生活に欠
かせないものになっている．
　現在，RFIDの実用化の流れは大きく三つに分類でき
る．まずは ICカード乗車券やペイメントシステムに代
表される非接触 ICカード利用システムである．二つ目
は安価な RFタグとネットワークを利用した情報システ
ムを組み合わせることで，多品種・多量の商品，特に
FMCG（Fast Moving Consumer Goods）と呼ばれる日用
消費財の企業内，企業間サプライチェーンを可視化し，
効率化する流れ［6］である．三つ目が比較的高機能・高
性能な RFタグを用いて製品・部品のライフサイクルに
渡った情報管理を実現する流れ［7］～［9］である．
　技術的には RFタグにセンサやセキュリティなどの付
加機能を具備させることや低価格化，リーダライタの高
機能化という方向で研究開発は進んでいる．また情報シ
ステムやシステム設計・システム評価の重要度も増して
いる．
　本論文では，2.で技術要素の最新動向を整理した後，
3.で RFIDの利用動向について紹介する．図 1に本論

ネットワーク型RFIDの最新技術と
利用動向
Recent Advancements of Networked RFID Technology and Application
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文で解説するネットワーク型 RFIDの構成要素と技術要
素をまとめる．

2．ネットワーク型 RFIDの技術動向

2.1　RFタグ
　RFタグとリーダライタ間の無線プロトコルは ISOや
EPCglobalにおいて，様々な周波数で標準化されている
［10］～［13］．このため最近では製品の差異化のために，
RFタグには高機能化，高性能化，低コスト化が求めら
れる．
　パッシブタグは通常，リーダライタとの電磁誘導や電
波によって回路を駆動する電力を得る．この受動的な電
力による通信の実現に加えて，最近はパッシブタグであ
りながらセンサ機能［14］， ［15］を付加することも提案さ
れている．低消費電力のマイコンをパッシブ給電で駆動
し，外付けアナログセンサによって温度を測定すること
も報告されている［16］．様々なセンサを付けられてプロ
グラム可能という点が興味深い技術である．筆者らは，
電池で給電することで安定した動作をすることのできる
プログラマブル電池付きパッシブタグを開発している
［17］．RFタグの高感度化 （小さい受信電力でも動作で
きること） や，書込み速度などの基本性能向上に加え，
UHF帯電子タグでは耐電波干渉性も重要な性能になっ
ている［18］．

　また特に FMCGでは RFタグが低コストであること
が重要である．RFタグのコストを大幅に低下させる方
法として有機トランジスタを利用した印刷プロセスを用
いる RFタグの開発も HF帯 （13.56 MHz） まで可能と
なっている［19］，［20］．

2.2　リーダライタ
　RFタグを高速に読み取ることは，大量の RFタグが
読めるというメリットもあるが，現実には，繰返しの読
取りによって読みもらしを防止するという効果の方が有
用かもしれない．これは特に人が RFタグを保持しない
（つまり，リトライを前提とできない） RFIDにおいて重
要な性能である［21］．
　読取りを高速化するために，リーダライタの読取り可
能領域にある RFタグ数を推定し，読取り制御を行う研
究が盛んに行われている［22］～［25］．屋内電波伝搬や
RFタグの複数配置による RFタグ反射電力の差を利用
して，読取りを高速化する手法も提案されている［26］．
更なる高速読取りを実現するために，複数のアンテナで
受信した信号を分析することで，時間的に重複した RF

タグからの応答を別々に取り出す方法［27］や，RFタグ
からの返答の符号化を工夫することによって，時間的に
重複した RFタグからの返答を分離する方法も提案され
ている［28］．
　RFIDによって数mの距離で個体識別ができるよう
になった結果，大規模店舗のバックヤードや流通セン

RFタグ

航空アプリケーション図書アプリケーション

家電アプリケーション 医療アプリケーション 小売アプリケーション

航空アプリケーション

リーダライタ

情報サービス 情報サービス

リーダライタ

情報サービス発見

タグRF

・製品ライフサイクルマネジメント
・安心・安全
・効率化，顧客サービス向上

・高機能タグ
・位置検出
・データセキュリティ
・タグデータ仕様

・高速読取り
・位置検出 ・干渉回避

・性能評価

・ネットワークアーキテクチャ
・情報サービス発見

API（アプリケーションインタフェース）

図 1　ネットワーク型 RFIDの構成要素と技術要素
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ターでのオペレーションでは，IDだけでなくモノの位
置を知ることに関心が高まっている．複数アンテナを
使って RFタグからの反射波の方向を推定する方法［29］
や，位置が既知である RFタグからの反射波強度のデー
タをもとにして，RFタグ位置を推定する方法［30］が提
案されている．RFタグの動いている方向を検知するこ
とや，RFタグとリーダライタからの距離測定について
は既に商用品レベルの機能として実現されつつある［31］
～［33］．フェイズドアレー技術を用いて，180 m先の
RFタグの三次元の位置を特定する技術も発表されてい
る［34］．

2.3　データセキュリティ
　RFIDが日常的に使われ，IDのみならずアプリケー
ションに応じたデータが RFタグに記録されるようにな
り，今まで以上にセキュリティへの関心が高まっている．
Juels ［35］ は脅威をプライバシーと認証に分類し，それ
ぞれについて安価な RFタグと，対称鍵程度の演算が可
能な RFタグでの対処法を整理している．
　安価な RFタグでのプライバシー保護手法の基本は
RFタグデータを読めなくすることや，パスワードで保
護することである．標準技術としても採用されている
［13］．アプリケーションに応じたデータは，ユーザごと
にアクセス権限を変えたい場合があるので，日立［36］で
はアプリケーションが利用できるメモリを複数に分割し
てパスワードで保護する仕組みや，RFタグの機能とし
て通信距離を短くする仕組みを提供している．RFタグ
に割り当てられる IDを巡回させたり，暗号化すること
も提案されているが，現実に IDとして用いられる EPC 

［37］や u-code ［38］は意味（セマンティック）を有してい
るので実用するためには工夫が必要である．Yamamoto 

［39］ は RFタグのみが書き込める private memoryを設
けた安価な RFタグでデータ改ざんを防止する方法を提
案している．

2.4　ソフトウェア技術 
　ネットワーク型 RFIDの一番の特色は，RFタグが貼
付されたモノに関する情報が情報インフラを通じ時間・
空間を超えて共有され，価値を生み出すところにある．
この節では，ネットワーク型 RFIDのソフトウェア技術
について概観する．

2.4.1　EPCglobal network アーキテクチャ
　RFIDは実空間の情報を，インターネットをはじめと
する情報空間へと取り込む技術である．実空間の情報が
取り込まれるようになると，情報空間で扱われる情報は
それまでに比べてけた違いの規模で増大すると考えられ
る．膨大な情報から，うまく必要な情報を選別して活用，
共有するためには，ネットワーク型 RFIDのアーキテク
チャを定め，標準化を推進することが重要である．以下
では，既に導入が始まっているネットワーク型 RFIDシ
ステムアーキテクチャである EPCglobal networkにつ
いて紹介する．
　EPCglobalの提案している EPCglobal networkアー
キテクチャ ［40］ では，RFタグに記録された ID（EPC 

=Electronic Product Code）から，情報を保持している
サーバを発見し，アクセスできる機構を用意している．
主に，以下の EPCglobal標準から構成されている．
　EPCは既に業界で使われている様々な ID体系や，将
来登場し得る体系へ対応できるように構造化されてい
る．実際の RFタグメモリに IDを格納するための仕様
とともに，IDをアプリケーションソフトウェアで扱う
ための URI（Universal Resource Identifier）（注 1）表現も
併せて Tag Data Standards （TDS）［37］で規定されてい
る．これらの体系を用いることで，ソフトウェアで様々
な体系の番号を統一的に扱うことができる．
　Object Naming Service （ONS） ［41］は，TDSで規定
されている IDに対応する URIから，指定したサービス
を提供する名称へと変換するサービスである．例えば，
指定した EPCに対応する情報サービスのネットワーク
上の場所をドメイン名で示すことができる．ONS自体
は，Domain Name System （DNS） を利用した実装が 

仕様化されている．DNS上での実装は，Dynamic 

Delegation Discovery Service［42］で定義されている，
NAPTRレコードと呼ばれる DNSレコードを用いてい
る．ところが，ONSによって，発見できるのは，特定
の「EPC」に関連づけられた特定の「タイプ」の「名前」で
ある．一般には EPCIS［43］のサービスポイントを発見
（指定）する．
　EPCIS （EPC Information Service） は EPCに関する

（注 1）：ここでいう URIとは RFタグの IDや番号体系を Universal 

Resource Name （URN） を用いて統一的に表現することを意味している．
例えば会社コードをPPP,商品コードを III , シリアル番号をAAA とし
た場合の URI表現例は以下のようになる．
urn:epc:id:sgtin:PPP.III.AAA

図 2　RFタグの高速読取り実験の様子

161枚のRFタグ

アンテナ リーダライタ
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情報を収めるソフトウェアコンポーネントの総称であ
る．特に，EPCに関連して発生したイベント情報など
を保持・検索できるものを EPCIS Repositoryと呼んで
いる．API （Application Interface）（注 2）としては，EPC 

Query Interface， EPC Capture Interfaceの二つが現状
定義されており，それらで扱うための情報のモデルも併
せて定義されている．EPCISの情報モデルは，基本的に，
特定の EPCタグが，特定の場所で読まれる「イベント」
を中心に用意されており，それに加えて，各種ビジネス
ロジックとのやり取りなどを含めた形で，外部のソフト
ウェアと組み合わせて構築するようになっている．
　ここまでの技術を組み合わせることで，RFタグから
取り出した情報を TDSによるルールによって解釈した
のち，ONSで EPCISを発見，アクセスすることで情報
を得られるというわけである．

2.4.2　Discovery Service

　しかし実際の運用では，それほど単純ではないことが
分かってきた．例えば，ある製品が特定の工場から小売
店，そして消費者に渡る場面を考えたとき，上記のモデ
ルでは，製品の生産者が管理するサーバで統一的に情報
管理することになる．RFタグの付いている商品が移動
するに従って情報のありかへのポインタを書き換えてい
く方法など，様々な手法が提案された中で Discovery 

Serviceが考案された．特定の RFタグについての情報
は様々な場所の EPCISが保持できるという前提で，情
報を保持している EPCISが，Discovery Serviceに対し
て情報のありかを登録し，特定の EPCについての情報
を探したいユーザが，Discovery Serviceに問い合わせ
れば，その EPCについての情報をもつサーバのリスト
を返すという仕掛けである．
　ソフトウェアアーキテクチャという視点で見ると，EPC

からサーバを見出す ONSから，Discovery Serviceへ
のモデルの変更というのは，極めて大きな舵の切り直し
である．一方，決定的なデザインがない現状，様々な方
式が提案され，試される時期だといえる．Discovery 

Serviceの一つの実装提案である，Afilias Discovery 

Services［44］ をもとにして，IETFのワーキンググルー
プを立ち上げようという動きもある．Discovery Service

自体は，サービス提供者が十分な性能のサービスを提供
することができれば，実用に堪えるように思えますが，
集中型のシステムといえる．一般的に世の中の趨勢は，
より高度な分散アーキテクチャに向かっているので，ま
た新たな方法が出現するかもしれない．

2.5　RFIDシステム技術
　UHF帯 RFIDは技術標準化や法令整備に一通りめど
がついたので，今後，急速に拡大する可能性がある．そ
の際，大型流通センター，小売などで多数のリーダライ
タを配置する際には干渉問題に配慮する必要がある

［45］．最も影響が甚大なのは与干渉（干渉を与える）リー
ダライタの送信が，被干渉（干渉を受ける）リーダライタ
の受信に干渉する場合だが，この干渉は，リーダライタ
の送信と受信を周波数で分離するサブキャリヤ法やリー
ダライタの時間同期を用いることで回避することができ
る ［46］，［47］．次の問題は，与干渉リーダライタが RF

タグ受信に与えるタグコンフュージョンと呼ばれる干渉
である．RFタグは基本的にはどの国でも，どのチャネ
ルでも動作するように作られているので，希望波と干渉
波を弁別し，RFタグ受信部で干渉波を抑圧することは
困難である．結果，近い位置で与干渉リーダライタが送
信すると RFタグの検波後の信号はひずんでしまう（図
3）．これを回避するためには，与干渉リーダライタと
RFタグの間に十分な離隔距離を確保することや，電波
吸収体や電波シールドで干渉波を遮断することが効果的
である．またリーダライタの読取り制御によって，タグ
コンフュージョンを検知する方法も提案されている
［48］．
　RFIDの利用が拡大し，リーダライタや RFタグ製品
が増えてくると，製品を選択するためや性能を向上させ
るための評価が重要になってくる．UHF帯 RFIDの読
み書きの性能は，リーダライタや RFタグ単体の性能に
も依存するが，RFタグと貼付する物質との相互関係，
干渉や電波伝搬環境，RFタグの数や移動速度にも関係
するため詳細な検討・分析が必要である［49］．こうした
性能評価のため，コンピュータシミュレーションで作り
出した通信回線上に実測を組み合わせて UHF帯 RFID

の受信性能や，読取り性能を検証する方法［50］や，リー
ダライタ出力を自動的に変更して読取りマージンを測定
する方法［51］などが提案されている．計測器メーカから
は RFIDの国際標準プロトコルの分析機能を有する計測
器も販売されている［52］～［54］．

図 3　日本自動認識協会による RFID干渉実験

（注 2）：アプリケーションからの呼出しインタフェース．
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3．RFIDの利用動向

3.1　家電製品への適用
　家電製品は自動車と並んで，日本の主力産業の一つで
あり現在でも，ハイエンド機器を中心に世界各国で人気
を博している．これらの家電製品の流通管理においても
RFIDは重要な位置を占めると考えられている．日本の
家電は現在では世界的に輸出される製品であり，その流
通においてもグローバル化の波にさらされている．そこ
で欧米の小売業が要求する高額商品への RFIDの取付け
に関しても日本の家電メーカは対応せざるを得なくなっ
ている．
　近年，ファンヒータやガス給湯器といった耐久消費財
やパソコンのバッテリに大規模なリコールが発生してい
る．特に家電製品は非常に長い期間利用されるため製品
の最終的な行き先が分からなかったり利用者にとっても
自分がもっている機器がリコール対象に該当しているか
がすぐには分からなかったりするため，大掛りな告知を
行ったにもかかわらずその完全な回収は進んでいない．
　これらのことから，RFIDを単なる流通の効率化のみ
に利用するのではなく，製品それぞれに貼付することに
より製品の長期的なマネジメントを行っていきたいとい
う要求がメーカからも出されている．これは個品タグ
（Item level tagging）と呼ばれている．具体的には販売店
において製品に付けられた RFタグの IDと購入者が統
一的に管理され，有事の場合にはリコール情報などを直
接，所有者へと届けられる仕組みである．また，リサイ
クルや廃棄のように製品が所有者の手元を離れてしまう
場合には，それぞれ廃棄やリサイクルされたという情報
をデータベースに記録しておき，リコール時に行方不明
ではなく，正確に処分されていることを知ることができ
る ［7］， ［8］．また，リサイクル時においても，製品それ
ぞれについている RFタグを読み取ることにより，含ま
れている有害物質や希少資源といった情報を得てリサイ
クル事業に役立てることができると見込まれている．

　このような考え方を発展させて，我々は製品に組み込
むレコーダタグというものを開発している［55］．レコー
ダタグは無線と有線という二つのインタフェースをもっ
た RFIDのモジュールである（図 4）．
　このように RFID技術は家電製品の流通や利用におい
て様々な変化をもたらすと考えられており，様々な実証
実験も行われてきている（図 5）．
　将来的な課題としては製品に内蔵するためのタグアン
テナの設計や，利用履歴情報のフォーマットや読出し方
の統一的な手法の確立といったものが挙げられており，
今後も開発が進んでいくものと考えられる．

3.2　医療品への適用
　RFIDの適用分野として，最も注目されている分野の
一つが医療である．本節では，医療での RFIDの応用分
野のうち注目を集めている病院内での利用と，偽造薬防
止における利用について解説する．

3.2.1　病院内における適用
　医療事故，過誤の問題は後を絶たない．2008年に出
された（財）日本医療機能評価機構医療事故防止センター
の報告書によると，2007年 1年間のヒヤリハット事例
の数は 1266件で，中でも処方・与薬の場面での発生割
合が最も高く，また，発生要因としては，確認を怠った
ことによるものが，最も多かったという調査結果が出て
いる［57］．このような問題の発生を未然に防ぐために，
人やモノを自動で認識する技術としての RFIDに期待が
集まっている．RFIDを病院内で使用する試みは，国内
外で行われているが，人（患者，医療従事者）とモノ（医
薬品） を識別し，安心安全を高めるという点において，
事例に大きな差異はないため，ここでは主として日本の
事例を中心に紹介をする．
　RFIDがもつ技術的な特徴のうち，病院での利用にお
いて注目されている主な機能は，RFIDのもつ個体識別
機能と，遠隔読取りの機能である．医薬品は，通常，製
造単位別に付与されるロット単位で識別されるが，病院
内では，医師の処方によって，医薬品が特定の患者の，
特定の時間の与薬用に加工されるため，ロット単位の管

USB connection to PC

Gen2 tag chip

Controller
Patch antenna

図 4　レコーダタグのプロトタイプと USBを通じた PCへの接続
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理では不十分である．RFIDを用いることで，このよう
に，病院内で加工されてしまった後の医薬品も個別に管
理することが可能になる．
　また病院内では，医薬品や患者を治療の過程において
確実に認識することが必要である．しかも，手間のかか
る確認方法では，医療過誤も発生しやすくなるために，
バーコードのような正対の必要な自動認識技術ではな
く，RFIDのように，無線を使って遠隔に個体識別子な
どの情報を読み取る技術が求められている．
　病院における実際の応用事例としては，関連省庁が支
援した実証実験を含めると数多くの取組みが行われてい

る．医薬品のトレーサビリティの向上を目指して行われ
たものとしては，2005年の東京大学医学部附属病院の
実証実験［58］，2005～ 2007年度にかけて NTT東日本
関東病院で行われた実験等がある［59］．後者については，
実際の患者に投与する医薬品を対象に RFIDを適用し，
処方，監査を行い，RFIDが患者の安全に資することが
できることを確認した．また，短期間で行う実証実験で
はなく，実運用で使用されたケースとしては，秋田大学
医学部附属病院の事例がある （図 6）．この例では，患者
及び，注射剤の識別に RFIDを利用し，読み取った情報
を電子カルテとのシームレスな連携に利用しているた

図 5　 家電製品のライフサイクルにわたった情報管理をネットワーク型 RFIDで行う［56］
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め，リアルタイムのチェックや記録が可能となり，医療
過誤防止や業務効率の点で大きな効果を上げている．そ
して結果として，患者への質の高いケアを実現している
［60］．

3.2.2　偽造薬の防止での応用
　日本においては，あまり問題視されることはないが，
国際的には，医薬品の偽造が社会問題化している． 

WHOによると，1999年から 2000年の間に報告された
規格外も含めた偽造薬の数は，771件に上っている［61］．
また，偽造の問題は，政府の規制と監督が不十分な発展
途上国で起こるという指摘もあるが，先進諸外国におい
ても，医薬品の偽造が問題となっている．British 

Pharmaceutical Conferenceによると，インターネット
で販売されているバイアグラの半分は偽造であるようで
ある［62］．このような偽造医薬品の流通を防ぐ技術とし
ても RFIDが注目されている．RFIDを利用することで，
個別の商品にシリアル番号を付与することが可能とな
る．当然偽造薬には正規のシリアル番号が付与されない
ため，偽造を抑止することができるようになる．無論，
正規のシリアル番号をコピーしたりすることで偽造薬を
市場に流通することは可能だが，RFタグの付与が前提
となるために，偽造に対するハードルを上げる効果もあ
る．また，アメリカにおいては，真正性を証明する手段
として，ペディグリーと呼ばれるドキュメント（紙ある
いは，電子ドキュメント）を医薬品単位に付与すること
を義務づける法律が検討されており（一部の州では施行
済み），医薬品のパッケージを識別する技術として，
RFIDが前提となっている［63］，［64］．

3.3　図書への適用
　日本の出版関連業界は早くから RFIDの重要性を認知
しその実運用を目指して取り組んでいる業界の一つであ
る［65］，［66］．世界的に見ても出版，製本から書店まで
のすべてのプレイヤーが一つに集まって実用への検討を
行っている例は珍しいといえるだろう．これは日本の出

版に関連する業界ではその商品や流通経路の特殊性か
ら，商品の管理をより効率的に行う必要があるというこ
とが認知されているからである．
　書籍は再販制度があるため，流通経路が双方向化して
いる必要があることや，業界の慣習が複雑なことから流
通経路の可視化が難しくなっている．一つの例としては
書店が独自に追加発注した書籍に関しては買取りで返本
できないため，ベストセラーになりそうな本を何冊仕入
れるかといった判断を独自に行う．しかしながら，現状
では返本可能な書籍と返本不可能な書籍には物理的な違
いはないため，追加発注した書籍の一部が返本される
ケースも多いといわれている．これらの再販制度に伴っ
て生じる流通の可視化を行うということは，出版社と書
店の間においては非常に重要な問題となっている．
　また，書籍の販売を行う書店においては，店頭での万
引きによる被害が無視できないものとなっており，書店
経営における大きなリスクとなっている．2007年の調
査によれば万引きによって生じたロスは売上げの 1.41%

に達し，平均的な書店の利益率の 0.6%を大幅に上回っ
ており，これを撲滅できれば書店の利益率を 3倍に改善
することが可能になるといわれている．書籍の盗難が顕
著になった理由として，書籍が新古書店によりすぐ換金
できることが挙げられている．そこで新古書店とも連携
し，販売を確認された商品のみを買い取る仕組みを
RFIDで構築することを目指している．
　既に出版関連業界では日本出版インフラセンターが中
心となり，実証実験を何度も行うなどの取組みを行って
いる．特徴的な活動としては，物流の効率化としての観
点のみならず書籍の製造からマーケティングまでの幅広
い分野における実証実験を行っていることが挙げられる
だろう．書店でのプロモーションや管理では一括読取り
による在庫管理のほかに，RFタグを利用してラッピン
グされたコミックの内容を確認する「立ち読み端末」の開
発などの書店特有の事例に関する実験も行われた．
　更に，書籍に添付した RFタグの読取り性能に関する
検討はもちろんのこと，現在の製本工程においてどのよ
うに RFタグを貼付するプロセスを組み込むのか，と
いったより具体的に実用化を目指した研究がなされてい
る．また，書籍は最終的に廃棄される場合には古紙とし
て再利用されることが多いため，RFIDの RFタグやアン
テナを古紙として再生する場合に抜き取るための技術の
検証といったところまでの実証実験が行われている．本
格的に RFタグの入った製品の製造プロセスや，廃棄の
プロセスにおける RFタグの取扱いに関してまで踏み 

込んだ事例は世界の中でも類を見ない実証実験であると
いえるだろう．
　これらの実証実験と同様に出版業界が重視しているの
が，コード体系やユーザメモリの取扱いについてである．

図 6　院内で使用される RFタグとリーダライタ［57］

リストバンド埋込電子タグ

電子タグリーダ（PDA）
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コードに関しては，小売における世界標準でもある
EPCと出版業界における標準コードの ISBNの整合性
に関する議論はもちろんのこと，返本可能かどうかと
いったフラグや取次ぎ業者の管理情報を RFタグに書き
込み，流通経路の効率化を行うためのユーザメモリの利
用の標準案を作り，まず業界内部での統一を図ろうとし
ている．

3.4　小売への適用
　日本において，RFIDの実運用が最も進んでいる領域
の一つとして，小売業における RFIDの利用がある．小
売業での RFIDの適用は，店舗における適用と流通にお
ける適用の二つの領域に大別できる．

3.4.1　小売店の店舗における適用
　小売店の店舗において，二つの理由から，RFIDの活
用への期待が高まっている．第 1に，小売店の店舗では，
ばく大な数の商品種を扱っているために，その管理に膨
大な人手がかかっており，RFIDのもつ遠隔読取りの機
能を利用することで，店舗のオペレーションを効率化で
きるためである．第 2に，RFIDの個体識別機能を利用
して顧客や買いまわり商品（注 3）を識別することで，効率
の良いマーケティングを実現することができると期待さ
れているためである．前者の実用例として，日本の百貨
店における婦人靴の在庫管理がある［67］．婦人靴は，多
くのデザインがあるのみならず，複数のサイズが存在し
ているために，店舗において，すべての商品を展示する
ことは不可能であり，多くの場合に，代表的なサイズを
片側のみ展示し，顧客からの引合いがあった場合に，在
庫の有無を店内の倉庫に確認するというプロセスが取ら
れていた．そのため，店員が在庫確認のために売場と倉
庫を何往復もすることが多く，顧客が長時間待たされる
というサービス上の問題を抱えていた．このような状況
を改善する手段として，現在，RFIDが用いられ始めて
いる．店員は，展示されている靴に付与されている RF

タグをリーダライタ付きの PDAや，店舗に据え置かれ
たリーダライタで読み取ることで，同一の商品の他のサ
イズの在庫状況をリアルタイムに確認することができ
る．同時に，検索に使った商品と似通った商品を表示す
ることもできるために，顧客は，気に入った商品以外の
候補を含めて，商品の選択を行うことが可能となってい
る．このアプリケーションは，百貨店における標準的な
アプリケーションとなり，多くの百貨店で採用されてい
る（図 7）．
　店舗における RFIDの利用は，在庫管理だけにとどま
らず，マーケティングを効率良く行うためのツールとし
ても利用されている．マーケティングの方法としては，
売れ筋の商品を見極めて，生産計画や調達計画に反映さ
せるというものや，特定の顧客や，商品と顧客，ある商
品と商品を組合せで購入する予定の顧客に対して，販促

情報を提供したり，商品に関する情報を提供したりして，
売上の向上や顧客に対するサービスの向上を目指すもの
等が実現されている．この例として，実環境で運用され
ている事例はまだ少ないが，海外では，ヨーロッパを拠
点とする大手小売店であるMETROグループが運営し
ている Future Storeや，国内では，2006年に経済産業
省が支援して行われた日本版 Future Store実験におい
て，数多くの取組みがなされた［68］．

3.4.2　流通における利用
　ここ数年の RFIDへの関心の高まりは，RFIDが流通
の効率化をもたらす技術として注目されたことに端を発
している．RFID，特に，UHF帯の RFIDを利用する
ことで，RFタグが貼付された流通過程の商品を遠隔か
ら一括で把握することができると考えられ，検品プロセ
スの効率化，正確化をもたらす技術として注目を集めた．
しかしながら，実際には RFタグを貼りさえすれば，流
通の省力化が実現できるという単純なものではなく，商
品デザイン，流通設備，プロセスなどの変更も必要であっ
た．
　それらの改善を経て，流通においても RFIDが実運用
で活用されるようになってきている．流通における
RFIDの利用事例として，注目を集めている事例の一つ
に，販売促進管理がある．これは主としてアメリカで利
用されている用途である．アメリカの小売店では，販売
促進を実施するときに，商品をパレットに積んだままで
店頭に並べるという方法がある．RFタグをパレットに
貼付し，店舗の入り口と，店舗内の倉庫から店頭への入
り口にリーダライタを設置し，パレットの移動状況を監
視することで，そのパレットに載った商品が，店舗に届
いているか，倉庫にあるか，店頭に並べられているかを
確認することが可能となった．従来の方法では，メーカ
は販売促進を実施しても，商品がきちんと店舗に並べら

図 7　百貨店における RFIDの応用

（注 3）：複数の機種や店舗を見てから購入されることが多い商品．
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れているかを確認する方法がなかったが，このように商
品が店舗のどこにあるかを把握することによって，販促
までに商品が店舗に届いているか，届いている場合に，
その商品がきちんと店頭に並べられているかを確認する
ことができるようになった［69］．これ以外にも，検品の
効率化や棚卸の効率化などの用途で RFIDが用いられて
いる．

3.5　航空分野での適用
　航空分野でも早くから RFID利活用が有望視されてい
た［70］．ボーイングは，主にパーツコンポーネントの保
守記録管理を目的としMRO（Maintenance Repair and 

Overhaul）業界に対して 64 kByteもの高容量の RFタグ
の適用を求めており，それに合わせて製品を出荷してい
る企業も出てきている［71］．
　航空業界においては，安全性と運用上の効率を同時に
高めることが特に着目されている．安全性を高める点で
は，高付加価値部品やコンポーネントの保守記録の保持
などに重点が置かれている．部品番号，シリアル番号な
どという情報に加え，バージョン番号，メンテナンス状
況などを RFタグ上のメモリに記録することが検討され
ている段階である．ただし，FAA（アメリカ連邦航空局）
は，RFタグ上の情報をマスタデータとしては認めない
（マスタ情報は，常に，オンラインのデータベースにお
かなければならない）としているため，あくまで，主た
る情報はオンラインデータベースに確認する必要がある．
　運用上の効率を上げるという点でよく挙げられるの
が，救命胴着の確認や，酸素ボンベの有効期限などであ
る．救命胴着の確認を目視で行うには手間が掛かること，
酸素ボンベの有効期限はパネルを外して確認しなければ
いけないことといった問題があるが，これらはすべて
UHFタグによって解決され，それによって航空機が地
上に置かれている時間を減らすことが可能になる．航空
機は地上にある限り利益を生まないから，このことはス
トレートに利益に結び付くことになる．
　航空業界の場合，特に，安全基準への適合が条件とな
る．2004年には，フェデラルエクスプレスによって，
UHFパッシブタグを部品に貼り付けての飛行等の実験
が行われ［72］，2005年には，FAAが飛行中に読み書き
しないことを条件に，適用を許可している［73］．

4．む　す　び

　ネットワーク型 RFIDは，無線技術，ソフトウェア，
ネットワーキング，ビジネスモデル，社会制度のすべて
の要素を包含し，どちらかというとビジネス先行で進ん
できたユニークな分野である．技術を少しでも進めると
ビジネスからのフィードバックがすぐ得られるという点
で，競争も激しいが，やりがいもある．個々の技術に軸

足を置きながらも，システム全体を見てみたいのであれ
ば，ネットワーク型 RFIDの世界をのぞいてみてはどう
だろうか．本論文が，少しでもその雰囲気を伝えられた
ことを期待する．
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　RFIDの技術には，人や物に付けて利用する非接触 IC

カードや無線 ICタグと呼ばれる媒体と，それと電気的に
無線通信を行い情報のやり取りを行うリーダユニットが
ある．また，周波数帯に関しては，RFIDを運用するアプ
リケーションによって LF （Low Frequency） 帯， HF （High 

Frequency） 帯，UHF （Ultra High Frequency） 帯が用いら
れている．ここでは，Suica ®， PASMO ®などで利用され
ている HF帯 13.56 MHzと，今後普及が期待される UHF

帯 950 MHzについて，特にリーダ側の技術と課題につい
て解説する．

RFID， 無線 ICタグ，非接触 ICカード，リーダライタ

1．まえがき 　　

　RFID技術は，日本の過去 20年を見ると，まず，周
波数 LF 帯による動物管理，FA （Factory Automation）
分野で応用されてきた．現在でも，パレット（Pallet）管
理，  遊戯場関係ではスキー場のリフト券管理，ゲーム機
器等に多く使用されている．
　HF 帯の 13.56 MHzについては，1999年に ISO/

IEC-14443 TypeA規格対応のプリペイドカードとして
ICテレホンカードが登場し，国際的にも普及している．
また，近接型 ICカード「MifareⓇ」として非接触入退出
カード等にも使用され，近年では成人識別としてタバコ
自動販売機に導入された taspoカードに利用されてい
る．更に，2001 年には公共交通機関の自動改札機とし

ての SuicaⓇシステムが導入され，近接型 ICカード
「FelicaⓇ」については NFC （Near Field Communica-

tion）規格として ISO （International Standard Organi-

zation）に提案され，現在では ISO/IEC-18092として規
格化されている．このほかの規格として，ISO/IEC- 

14443 Type B規格については，住民基本台帳カードや
パスポート，免許証 ICカードなどに使用され，国内外
の非接触 ICカードとして多く使用されている．一方，
物品に貼り付け管理する無線 ICタグとして ISO/

IEC-18000-3 Mode1と同規格の近傍型規格の ISO/

IEC-15693があり，多くは物流・流通管理のタグとして
使用されている．
　UHF帯については，パッシブ型 （無電池）の 950 MHz

帯が，2005年 4月に電波法省令改正により 952～ 954 

MHzでの高出力型の無線 ICタグの利用が可能になっ
た．非営利法人の EPCglobal （RFID国際標準化推進団
体） が ISOに提案した 「EPCglobal C1G2」 規格が ISO/

IEC-18000-6C［1］ として国際標準化されたことと，タ
グ単価の低価格化と長距離一括読取り性能の向上によ
り，UHF帯 RFIDの普及が期待されている．更に，
2008年 5月 29日の電波法省令改正により，低出力タイ
プの 950 MHz帯アクティブ型も許可され，アクティブ
型無線 ICタグやセミアクティブ （またはセミパッシブ）
型として用途が広がっている．一方で，950 MHz帯近
傍磁界の磁界結合「Inductance coupling」で動作させる近
磁界型商品タグ 「Near Field Item Level Tag」 も開発さ
れており，その性能評価も今後期待される．
　以上の RFIDシステムの概要について図 1にまとめ
る．無線 ICタグには， 磁界で動作するものと電界で動作
するものに大別される．125～ 135 kHz帯や 13.56 MHz

帯はコイル同士の磁界結合で動作する電磁誘導方式であ
り， 433 MHz， 950 MHz， 2.45 GHz帯は電界による電磁
波を利用して通信動作する電波方式が主流である．
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　以上述べたように， HF帯 RFIDの利用は， 既に 10年
近く経ち，現在，専用端末からマルチリーダ端末として
の利用に移行している．本論文では，ISO/IECの各種
規格に対応した HF帯リーダのエアインタフェースの概
要及び通信動作について解説する．また，今後利用拡大
が期待される UHF帯 RFIDについても，その通信技術
と，リーダの送受信回路の概要，構成について解説する．
その中で，干渉等の技術的問題に対する改善が期待され
る共用化技術も含めた技術的課題についても解説する．

2．HF帯とUHF帯の無線通信比較

　RFIDでは，HF帯では電磁誘導によりタグとリーダ
間の通信を行う磁界通信方式，UHF帯ではリーダから
電波を放射させ，電波を受信したタグからの再放射を
リーダで受信するバックスキャッタ方式が一般的に用い
られている．本章では，これらの無線通信方式の違いに
ついて説明する．
　図 2に HF帯磁界通信方式の動作原理を示す．HF帯
の波長から m/2rの距離を基点として近傍界と遠方界に
分類すると，周波数 13.56 MHzは近傍界の磁界として
使用するループコイルを磁気的微小ダイポールに近似す
るならば，理論式の球座標表示の径方向成分の磁界強度
HRが近傍で支配的になり，距離の 3乗に反比例して減
衰する．この発生した磁界に真空中の透磁率 n 0を掛け
た磁束密度 Bに鎖交する無線 ICタグ等のコイルに，電

磁誘導に関するファラデーの法則によって面積及び負荷
共振回路の Q，巻数Nに比例して二次電圧V2が発生
する．このため，リーダコイルと無線 ICタグコイルの
二つの磁気的結合による相互誘導作用により互いにコイ
ルに流れる電流が影響し合い，通信を行うことができる．
電気回路のトランスコイルの等価回路に置き換えて算出
すると，一次側の相互インダクタンス式からも分かるよ
うに相互インダクタンス＝結合係数の変化と二次側の負
荷変調 Z2の変化で受信電圧が変化する［2］～［4］．
　この電磁誘導による方式は UHF帯でも利用可能であ
る．その場合，周波数に比例して二次側の電圧が発生す
ることから，UHF帯の周波数 950 MHzだと 13.56 MHz

に比較して，単純計算で約 70倍の効率が良いことにな
る．しかし，950 MHzではコイル （ループ） が波長に比
較して長くなるため，リーダ送信ループアンテナにヌル
点のない電流を均等に流すことが難しい［5］．以上の点
から，リーダ回路構成やアンテナの容易性，コストの面
から見ればはるかに HF帯が勝る．が，一方で，UHF

帯電磁誘導型の無線 ICタグの場合，波長から 2乗で減
衰する電界と 3乗の磁界成分の両方の影響が，効果的に
近傍で作用し，金属や液体の影響の少ない UHF帯商品
タグとして機能するという点では，メリットが得られる
可能性もある．
　図 3には UHF帯バックスキャッタ方式の動作原理を
示す．長距離リードが可能な遠方界で使用する UHF帯
無線 ICタグは，距離の 1乗で減衰する電界を利用する．

電界

磁界

アクティブ

< 135 kHz帯

13.56 MHz帯

433 MHz帯
950 MHz帯
2.45 GHz帯

950 MHz帯
2.45 GHz帯

ISO/IEC-18000-7
ISO/IEC-18000-4 (M2)

ISO/IEC-18000-6
(Type-A, B, C)

ISO/IEC-18000-4 (M1)

ISO/IEC-18000-2
(Type-1, 2)

ISO/IEC-14443A
13.56 MHz

ISO/IEC-14443B
13.56 MHz

ISO/IEC-18092準拠
13.56 MHz

ISO/IEC-18000-3
(Mode-1, 2)

ISO/IEC-15693

ISO/IEC-21481

NFCIP-2

950 MHz帯
2.45 GHz帯パッシブ

セミパッシブ

動物管理
タグ

参考タグ・カード例

Mifare カード
taspo カード

Felica カード

住基カード
免許証ＩＣ カード

無線ＩＣタグ
（EPC C1 G2）

RFID 物流・流通
タグ

図 1　RFIDシステム概要
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送信電力 PTXとアンテナゲイン GTXで送信した放射
電波は周辺の物体に反射しながら (m/4 rR)2の伝搬損（フ
リスの伝達公式）で減衰し，タグアンテナに受信される．
無線 ICタグアンテナでは，アンテナの有効面積 Aeと
到達した距離 R点の電力密度 Sの積で受信電力 PRX2

が決まる．この受信電力は，アンテナと負荷の整合条件
によって負荷側に供給され，マッチング状態によって受
信電波が再反射する．この反射波の大きさは無線 ICタ
グのアンテナと負荷のマッチングの善しあしで決まる．
タグからの反射波が再度伝搬損で減衰してリーダ側の受
信回路に受信電力 PRX1として到達する［6］，［4］．受信
電力 PRX1には周辺の物体の静的反射や動的反射（移動
物体等）も含まれており，その中に無線 ICタグのアンテ
ナと負荷のマッチング，またはミスマッチングの制御で
振幅変調された反射波と一緒に受信される．

3．HF帯 RFIDリーダの概要

　近年，非接触 ICカードに代表される自動改札機 

「SuicaⓇ」「PASMOⓇ」や電子マネーなどで使用される
「EdyⓇ」カードが一躍脚光を浴びてきた．その背景には
RFIDの利便性が認識されたことがある．更に，同時に
多種多様な非接触 ICカードが存在し，1人数枚の非接
触 ICカードをもつ時代にもなってきている．
　これらのカードには UID （Unique-Item Identifica-

tion） という固有の識別子が存在している．UID利用に
はプライバシー問題やセキュリティの問題が発生する
（UHF帯無線 ICタグも同様）．個人や物が知らないうち
に無線 ICタグなどをもたされ，個人情報と関連付けが
行われたり，履歴情報として記録されることがあり，個
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図 2　HF帯磁界通信の動作原理
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図 3　UHF帯バックスキャッタ方式の動作原理
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人のプライバシーの侵害が発生する可能性がある．した
がって， 本人の意思確認と同意が必要である ［7］．セキュ
リティ対策の方法としては，非接触 ICカードや無線 IC

タグのデータ暗号化として共通鍵暗号の DES （Data-

Encryption-Standard），公開鍵暗号の RSA （Rivest-

Shamir-Adelman），擬似乱数系列と排他的論理和をとっ
たストリーム暗号などが使用されている［8］，［9］．

4．HF帯 RFIDリーダの技術

　この章では，一般的によく知られている，近接・近傍
規格の物理レイヤであるエアインタフェース技術と送受
信の復調について簡単に解説する。

4.1　エアインタフェース
　表 1に近接・近傍エアインタフェース規格を示す．大
別して，近接型（ISO/IEC-14443規格），ISO/IEC-18092

規格，近傍型（ISO/IEC-15693規格）の 3種類に分類さ
れる．
　近接型の ISO/IEC-14443にはタイプAとタイプ Bが
あり，物理的特性は ISO/IEC-14443-1，電力伝送及び信
号インタフェースは ISO/IEC-14443-2， 初期化及び衝突
防止は ISO/IEC-14443-3，伝送プロトコルは ISO/

IEC-14443-4で規格化がされている［10］．タイプAとタ
イプ Bの大きな違いは，タイプAの場合，リーダから
の送信を 100％振幅変調「100 %ASK （Amplitude Shift 

Keying）」で行い，符号化はモディファイドミラー符号
を使用，返信は副搬送波を使用し，ASK負荷変調され
たマンチェスタ符号が使われている．一方，タイプ B

は 10％振幅変調で行い，符号化は NRZ （Non Return to 

Zero）符号が使われ．返信は副搬送波を使用し，BPSK

（Binary Phase Shift Keying）負荷変調された NRZ符号
が使われている．

　ISO/IEC-18092規格では，送信は 10％振幅変調で行
い，符号化はマンチェスタ符号が使われている．特徴的
なのは，アクティブ動作での機器間通信が可能になって
いる点である．
　ここで，変調方式と符号化方式について補足しておく．
100％変調と 10％変調の違いに関しては，タイプAの場
合，非接触 ICカードまたは無線 ICタグチップ内で
CPU （Central Processing Unit） を使用せず，ハードロ
ジックで回路が設計されているため，13.56 MHzの搬送
波の 100％変調落込みでも動作可能である．タイプ Bの
場合，CPU搭載で通信制御するため，CPU用クロック
の再生する 10％変調が有利であり，スペクトル帯域が
広がらないなどの特長がある．符号化方式に関しては，
NRZ符号の場合，‘1’や‘0’の連続が続いた場合には直流
信号成分が多くなるため復調が難しい．それに比較して，
マンチェスタ符号は直流成分がないが，スペクトル帯域
が広がってしまう．ミラー符号は両方の利点を持ち併せ
ており，スペクトル帯域が狭く電力伝送効率が良い．そ
のミラー符号の立上りと立下りでパルス化した信号がモ
ディファイドミラー符号である［11］．
　近傍型の ISO/IEC-15693規格では，パルス位置変調
PPM （Pulse Position Moduration） 符号が用いられてい
る．低速の場合には通信速度が遅いため，13.56 MHzの
± 7 kHz帯域内に変調時の占有帯域幅が収まり， 電波法
の技術基準である電界強度スペクトルマスクのサイドバ
ンドまで， ピークパワーを上げられる．これから， 他の規
格に比較して無線 ICタグとの通信距離を伸ばせる［12］．
　図 4に送信・受信信号の復調の流れを示す．一例とし
て，Felicaカードで使用されている ISO/IEC-18092準
拠のパッシブ通信を中心に説明する．
　ISO/IEC-18092は，双方向同じ通信フォーマットに
なっており，通信速度も 212 kbit/sと同じである［13］．

表 1　近接・近傍エアインタフェース規格

項　目
ISO/IEC-14443近接

ISO/IEC-18092
ISO/IEC-15693近傍

タイプ A タイプ B 低速 高速

リーダ→カード

搬送波周波数 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz

必要帯域幅 ± 339 kHz ± 106 kHz ± 424 kHz

変  調  方  式 ASK100％ ASK10％ ASK10％ ASK100％ ASK10％

変  調  符  号 モディファイドミラー NRZ マンチェスタ PPM  1：256 PPM  1：4

通  信  速  度 106 kbit/s 106 kbit/s 212 kbit/s 1.65 kbit/s 26.4 kbit/s

カード→リーダ

変  調  方  式 負荷変調 負荷変調 負荷変調 負荷変調 負荷変調

通  信  速  度 106 kbit/s 106 kbit/s 212 kbit/s 6.62 kbit/s 26.4 kbit/s

副搬送波

周 波 数 847.5kHz 847.5 kHz
423.75 kHz

484.28 kHz
423 kHz

ディジタル変調方式 ASK BPSK ASK FSK ASK

符 号 化 マンチェスタ NRZ マンチェスタ マンチェスタ マンチェスタ
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他の規格では，カードからの返信に副搬送波の 423 kHz

や 847.5 kHzを使用し，振幅変調または位相変調を行い，
リーダ側で振幅変調または位相変調された信号を包落線
検波後，フィルタで 13.56 MHzの搬送波を除去，増幅
し 2値化する．2値化された NRZまたはマンチェスタ
符号の副搬送波信号からベースバンド信号の NRZ符号
に復調する．
　ISO/IEC-18092の場合，カードからの返信に副搬送
波を使用していないが，基本的には他規格と同じ方法で
復調できる．カードからの負荷変調されたプリアンブル
付き振幅変調信号は包落線検波され，r型フィルタ数段
で搬送波を除去後，増幅器で増幅してアナログからディ
ジタルに 2値化変換される．その信号をディジタル処理
回路に入力し，プリアンブル信号でクロック同期をとっ
た後，212 kHzのクロックと排他的論理和をとりマン
チェスタ符号から NRZ 符号に復号する．同時に，受信
データを巡回冗長検査の CRC（Cyclic Redundancy 

Check）を行う．CRCデータのエラーチェック検出の方
法は，15段のレジスタの初期値をゼロにして生成多項
式 G(x)  =  X16  +  X12  +  X5  +  1のタップで排他的論
理和をとったシフトレジスタ回路のループに受信データ
を転送し，剰余がゼロになれば受信データは正常と判断
する．

5．UHF帯 RFIDリーダの概要

　図 5に UHF帯 RFIDリーダの構成図を示す．ここで

は，一般的なスーパヘテロダイン方式の回路ではなく，
中間周波数でのイメージ周波数除去回路を必要とせずに
直接受信信号をベースバンド信号へ変換するダイレクト
コンバージョン受信回路構成とした．また，信号処理に
は， DSP （Digital Signal Processor）， DAC （Digital to 

Analog Converter），ADC （Analog to Digi ta l 

Converter）等を使用したソフトウェア無線回路もある
が，ここでは安価な CPUとハード的に自由度のある
FPGAの構成にした．
　内部構成は 4ブロックに分かれ，高周波送信部，高周
波受信部，信号処理の FPGA部，プロトコル処理の
CPU部がある．高周波送信部は，周波数シンセサイザ，
Driver増 幅 器， 二 重 平 衡 変 調 器 の DBM （Double 

Balanced Mixer），表面波弾性素子の SAW （Surface 

Acoustic Wave） フィルタ，電力増幅器で構成される．
高周波受信部は，低雑音増幅器 LNA （low noise 

amplifier），IQ （Inphase/Quadrature）復調器，LPF （Low 

Pass Filter） 低域フィルタ，低周波増幅器，コンパレー
タによる 2値化回路で構成される．LBT （Listen Before 

Talk）のキャリヤセンス機能も同じ受信回路で帯域フィ
ルタ帯域及びゲインを変えることで構成される．FPGA

回路は送信信号の NRZ 符号から PIE （Pulse Interval 

Encoding）符号に変換する回路とプリアンブル信号の生
成回路及び CRC生成回路で構成され，また受信回路で
は受信信号の FM0 （bi-phase space）符号やMiller-

subcarrier符号の復調及び CRCチェック回路，送受信
バッファ回路で構成される．CPU回路はプロトコル制

ISO/IEC18092

13.56 MHz 搬送波
電力

14.407 MHz
13.772 MHz

212 kHz 212 kHz423 kHz 423 kHz847.5 kHz

847.5 kHz

ISO/IEC14443A/B

ISO/IEC15693

復号されたNRZ符号の
ベースバンド信号

2値化された副搬送波信号を
BPSK復調・NRZ復調・マンチェスタ復調

カードから負荷変調された
サブキャリヤサイドバンド

周波数

包絡線検波

フィルタ

増幅＆2値化

図 4　送信・受信信号の復調概念図
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御と通信制御回路のソフトウェア処理を行う．
　表 2に，ISO/IEC-18000規格の UHF帯エアインタ
フェース規格を示す．次に，表 2の規格（ISO/IEC-

18000-6C）において，日本の電波法に則した UHF帯
RFIDリーダの具現化する上で必要なエアインタフェー
ス技術に関して解説する．

5.1 　ハードウェア（送信回路）
　送信部では電波法で定めた技術基準である諸規定値を
満足するように設計しなければならない．技術基準適合
の取得と高出力型の場合，構内無線局の免許登録が必要
である．中でも帯域内及び帯域外のスプリアス発射の強
度の許容値が厳しい．
　図 6に日本の電波法の不要ふく射規定を示す．また，

図 7に帯域内のチャネルスペクトルマスクと ISO/IEC-

18000-6C規格の Dense Reader Mode（干渉抑圧リーダ
モード）スペクトルマスクを示す．
　干渉に強い Dense Reader Modeでは，変調時に両側
波帯スペクトルの広がりが応答信号に影響しないように
スペクトル帯域をシンボル時間（Tari）によって制限し，
ピーク搬送波から 30 dBc，60 dBc（搬送波を基準にし
た dB）の減衰を規定している（赤線）．日本では，100 

kHz帯域で，－ 10 dBm/100 kHz，－ 29 dBm/100 kHz

の減衰を規定している．日本の電波法では帯域外に携帯
電話の帯域があるため厳しい制限値であるが，干渉抑圧
が必要な Dense Reader Modeでは，更に厳しい帯域制
限が必要とされる．帯域内でもう一つ厳しい制限として，

周波数シンセサイザ 電力増幅器

低雑音増幅器

低周波
増幅器

キャリヤセンス
サーキュレータ

スイッチ
フィルタ

モジュレータ
DBM

IQデモジュレータ

FPGA
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U

C
O

D
E

C

LPF

LPF
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AMP
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図 5　UHF帯 RFIDリーダの構成図

表 2　UHF帯エアインタフェース規格

項　目 ISO/IEC-18000-6A ISO/IEC-18000-6B ISO/IEC-18000-6C

 リーダ→タグ

搬送波周波数 860～ 960 MHz 860～ 960 MHz 860～ 960 MHz

変 調 度 27～ 100％ 18％ or 100％ 80～ 100％

変 調 方 式 DSB-ASK・SSB-ASK DSB-ASK・SSB-ASK
DSB-ASK・SSB-ASK 

or PR-ASK

変 調 符 号 PIE マンチェスタ PIE

通 信 速 度 33 kbit/s 10 or 40 kbit/s 26.7～ 128 kbit/s

 タグ→リーダ

変 調 方 式 ASK ASK ASK or PSK

通 信 速 度 40 kbit/s 40 kbit/s
40～ 640 kbit/s（FM0）
  5～ 320 kbit/s（Msub）

衝突防止方式 Aloha Binary Tree Slotted Random

符 号 化 FM0 FM0 FM0 or Miller subcarrier

PIE （Pulse Interval Encoding）：パルス間隔エンコーダ，FM0 （bi-phase space）：バイフェーズスペース符号，
Miller subcarrier：ミラーサブキャリヤ符号，DSB （Double Side Band）-ASK：両側波帯振幅変調，
PR （Phase Reversed）-ASK：位相反転振幅変調
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952 MHzの最初のチャネルのスペクトル帯域のすそが
－39 dBm/200 kHzにかからないように帯域制限する必
要がある．よって，この帯域ではピークから 69 dBcの
減衰が必要である．また，隣接チャネル漏えい電力の規
定もあり，規定値の 0.5 dBm/200 kHz（緑線）を超えな
いようにしなければならない［14］．
　帯域外ではパワーアンプの手前には急しゅんな帯域
フィルタ BPF （Band Pass Filter）の SAWフィルタを
入れ，後段に誘電体フィルタで規定値まで減衰させる．

2倍の高調波の 1884.5 MHz超え 1919.6 MHz以下で 

－61 dBm/1 MHzの減衰が必要なため，高次のフィル
タが必要である．
　規格上の転送速度は送信側で 40 kbit/sから 160 kbit/s

まで使用可能のため，それぞれの転送速度に対して帯域
制限フィルタが必要になる，ロールオフフィルタを用意
する方法として，アナログで処理する場合，高次のフィ
ルタが必要になり，フィルタ段数を増やして組み合わせ
るか，または DSP等でディジタルフィルタによるソフ

10 dBm/100 kHz

-29 dBm/100 kHz

200 kHz

fc - 200 kHz fc + 200 kHz

200 kHz 200 kHz

-29 dBc

-59 dBc

-30 dBc

30 dBm

fc

下側隣接

隣接チャネル漏えい電力
0.5 dBm/200 kHz

上側隣接

DENSE READER
マスク(Tari=25μS)赤線

電波法マスク（黒線）

Tari（TypeA Reference Interval) : 
ISO/IEC-18000-6Aからの引用で
時間間隔

図 7　チャネルスペクトルマスク

-36 dBm/100 kHz

715 945 952 956 960 1000 1884.5 [MHz]950

PDC/IMT-2000 PDC PHS

954 1919.6

-39 dBm/100 kHz -40 dBm/100 kHz

30 dBm

EIRP（実効放射電力）= 30 dBm

-61 dBm/100 kHz

-71 dBm/100 kHz

図 6　電波法の不要ふく射規定

低出力型 高出力型

送信電力＆利得 空中線電力：10 mW以下
空中線利得：3 dBi以下

空中線電力：1 W以下
空中線利得：6 dBi以下

周波数 952～ 955 MHz 952～ 954 MHz

チャネル数 14チャネル（200 kHz） 9チャネル（200 kHz）

LBT 10～ 15 ms, -64 dBm 5～ 10 ms, -74 dBm

送信時間 最大 1 s，休止 100 ms 最大 4 s，休止 50 ms

隣接チャネル漏えい電力 -18 dBm以下 0.5 dBm以下

電波法 技術適合取得のみ 技術適合と構内無線免許

 * EIRP（Effective Isotropic Radiated Power）
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ト処理で可変にする必要がある［15］，［16］．
5.2　ハードウェア（受信回路）
　FM0受信とMiller subcarrier受信の基本的な通信動
作を簡単に解説する．図 8に FM0受信動作のスペクト
ル概念図と図 9にMiller subcarrier 受信動作のスペク
トル概念図を示す．
　FM0受信では送信パワースペクトルの帯域内にかぶ
さるように無線 ICタグからの応答信号が各チャネルで
返信される．同じチャネルが重なると無線 ICタグから
の信号が妨害され受信できないため，LBT （Listen 

Before Talk） の機能により送信チャネルが別のリーダ
の送信チャネルと同じにならないようにする．具体的に
は，送信前に，送信したいチャネルの電力を受信回路で
－74 dBm以下かをチェックし，以下であれば送信し，
使用中であれば別チャネルで送信するなどの衝突を避け
るように制御する．
　無線 ICタグから返信 FM0信号 （40 kbit/s） は低雑音
増幅器で増幅後，IQ （Inphase/Quadrature）復調器のミ
クサで同じ搬送波周波数と掛け算され，位相 90度差の
二つの微小ベースバンド信号が DC（Direct Current）近
傍で復調される．その直流 DC 近傍周波数に復調された
微小信号は帯域フィルタで隣接チャネルなどの 200 kHz

及び 400 kHz干渉ビート信号や DCオフセットなど除
去され低周波増幅器で増幅後，論理信号に 2値化されて
受信 FM0信号から NRZ符号に復調される．
　図 9のMiller subcarrier受信では，無線 ICタグの応
答信号をサブキャリヤ周波数である LF周波数（ここで
は 200 kHz）まで離調させ，送信スペクトルから隣接チャ
ネルの帯域へ応答信号を周波数変位させることで，送信

スペクトルと衝突が起こらないようにする．チャネル 1

とチャネル 3は応答チャネル専用とし，チャネル 2は
LBTなしの送信チャネルとするなど，現状では使用で
きないが，今後，電波法が改正される予定がある．また，
Miller subcarrier受信では周辺の複数リーダが送信チャ
ネルとして応答専用チャネルを使用しないなどの工夫も
必要である．
　受信したMiller subcarrier信号は 200 kHzのサブ
キャリヤ周波数に落とされ，低雑音増幅器で増幅後，IQ 

（Inphase/Quadrature）復調器のミクサで同じ搬送波と
掛け算され位相 90度差の二つの微小 200 kHz受信信号
に復調される．隣接チャネルのチャネル 4，5の 400 

kHz以上のビート信号はフィルタで除去され，DCオフ
セット除去後，増幅され論理信号に 2値化され，50 

kbit/sのMiller subcarrier信号から NRZ符号に復調さ
れる．I （同相成分）と Q （直交成分）の位相差 90度の受
信信号が必要な理由は，電波伝搬では，マルチパスのよ
うに大地に反射した信号と直接波の信号が受信端で 90

度の位相差で一致した場合，合成された受信信号はキャン
セルされ出力されない．同じように無線 ICタグの位置
が 1/4 mの位相差で受信された場合，出力が現れないヌ
ル点（不感帯）となる．無線 ICタグを移動すると 1/8 m距
離ごとにヌル点を繰り返すため，Iと Qの位相差信号の
絶対値をとりヌル点が発生しないように改善する．
　このようにすることで，FM0受信の場合では送信待
ちなどでリアルタイム性の確保が難しかったが，Miller 

subcarrier受信では LBT不要送信チャネルにより改善
され，また応答専用チャネルにより受信妨害を避けるこ
とができるため，効率良く，多くのタグを一括受信できる．

952.2 MHz（CH1） 952.6 MHz（CH3）
952.4 MHz（CH2）

40 kHz

200 kHz

200 kHz 40 kHz400 kHz

DCオフセット
ベースバンド信号 バックスキャッタサイドバンド（40 kbit/s）

CH1選択帯域フィルタ

周波数

CH1増幅＆2値化

CH2＆CH3のビート IM2, IM3

LBT及び送信制御
FM0復調

フィルタ

IQ復調

電力

図 8　FM0受信動作のスペクトル概念図
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　受信回路の課題としては，復調時にダイレクトコン
バージョン受信回路特有の直流近傍の DCオフセットと
増幅器のレスポンス特性で注意が必要であり，直流カッ
トのコンデンサ挿入，フィードバックAGC回路など
DCオフセットのキャンセル回路を必要となる ［17］．
ま た， 相 互 変 調 ひ ず み の IIP3 （Input Third-order 

Intercept point）と IIP2 （Input Second-order Intercept 

point）に注意が必要である．受信回路のトータルの IIP3

や IIP2が低いと受信ベースバンド信号にひずみが発生
し復調時のビットエラーを悪化させる原因になる．

6．RFIDリーダの課題

　これらの技術的事柄を踏まえて，RFIDリーダの課題
について解説する．図 10に，高周波回路設計で考慮す
べき UHF帯 RFIDリーダの技術的課題をまとめた．こ
れらの送受信アナログ回路技術の課題も，アナログ・ディ
ジタル処理一体の半導体チップ化により性能向上が図ら
れている．その他の技術的課題として，HF帯 RFIDリー
ダでは，シングルリーダが一般的に使用されているが，

952.2 MHz（CH2）
952.8 MHz（CH4）

（CH5）

952.6 MHz
（CH3）952.2 MHz（CH1）

応答CH 応答CH

送信CH

50 kHz

200 kHz

200 kHz 50 kHz400 kHz 600 kHz

DCオフセット
ベースバンド信号

バックスキャッタサイドバンド（50 kbit/s）

Miller subcarrier：200 kHz（M4）

選択帯域フィルタ

周波数

CH1またはCH3増幅＆2値化

CH4＆CH5のビート IM2, IM3

MS方式・CH2のみLBTなしMS復調

フィルタ IQ復調

電力

サブキャリヤ

図 9　Miller subcarrier 受信動作のスペクトル概念図

・帯域外スプリアス
・帯域内スプリアス
・技術基準適合

・送信パワーリーク
・サーキュレータ
・DCオフセット
・IIP2, IIP3

・DSB-ASK
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・レスポンスタイム

課題１  送信系 課題2  送信系

課題3  受信系 課題4  受信系

フィルタによる帯域制限と電波法
のスペクトルマスク遵守

DCRのDCオフセット対策と高次フィ
ルタ等による選択性改善 送受信タイミングの過渡応答対策

シンセサイザの位相雑音改善と
DBMの変調波形の帯域制限

UHF帯RFIDリーダ

図 10　UHF帯 RFIDリーダの技術的課題
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各種規格ごとに機器が違うなど煩雑であった．カード等
に依存しない共通端末としてマルチリーダ化が期待さ
れ，その一つに NFCIP-2 （Near Field Communication）
規格対応がある．UHF帯のリーダ間干渉やタグコン
フュージョンなどの問題は，LBT，Miller subcarrier

受信やリーダ送受信同期技術，送信パワー &時間制御，
電波吸収体による遮へいなど対策が既に行われている．
また，社会的課題である電磁波防護の安全指針と植込み
型医療機器へ及ぼす影響は，解決に時間がかかると思わ
れる［18］，［19］．プライバシー問題やセキュリティの問
題もタグの普及により表面化してくる問題であり，時間
のかかる課題である．

7．む　す　び

　HF帯 近 接・ 近 傍 型 の ISO/IEC-14443AB・ISO/

IEC-18092及び ISO/IEC-15693の各規格の物理レイヤ
であるエアインタフェースに関して解説した．また，
UHF帯 RFIDリーダの高周波回路の技術と課題につい
ても，多少詳細に解説し，現状の RFIDリーダの技術を
紹介した．今回，紹介できなかったが，RFIDリーダ 

アンテナ技術や RFIDリーダ信号処理技術について，今
後，機会があれば紹介したい．干渉問題を含めた技術的
条件等の規定改正はこれからであり，社会的課題の医療
機器問題などシステム運用を含めた改善が総務省（電波
法）及び業界全体で行われていくと考える．
　今後，無線 ICタグ・非接触 ICカードの利便性認知や
タグ単価の低価格化などにより，HF帯・UHF帯 RFID

全体の需要が，増加することを期待したい．
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　近年の RFID （Radio Frequency Identification）シス
テムの急速な普及には目覚ましいものがある．使用されて
いるアンテナは，システム全体の中で最も設計が難しい
といっても過言ではない．これはアンテナの設計パラメー
タが，形状，材質，IC とのインピーダンス整合，通信エ
リアや各種規制等の遵守等 と々非常に多岐にわたるため
である．RFIDシステム（以下 RFID）には使用する周波数
帯がいくつか用意されており，13.56 MHz 帯とUHF 帯
（860～ 960 MHz），2.45 GHz帯等では，動作原理が
異なるため，使用するアンテナの種類が異なる．また，
RFIDタグを貼り付ける物質（金属や高誘電体等）によって
も，アンテナ特性が大きく変化する．本論文では，
RFIDタグ用アンテナの設計について述べる．
　

　

RFID，スパイラルアンテナ，ループアンテナ，ダイ
ポールアンテナ，パッチアンテナ

1．まえがき 　　

1.1　RFIDタグの種類と分類
　東日本旅客鉄道 （株）の「SuicaⓇ」や（株）日立製作所の
「m-ChipⓇ」に代表される RFIDシステムは急速に普及
し，今では社員証や学生証などの身分証明や電子マネー
と複合されて，部屋の入退室管理など様々な用途に使用
されるようになってきている［1］～［3］．主な利用分野と

しては（1）課金，プリペイド，（2）セキュリティ管理，（3）
物品・物流管理，トレーサビリティ等に大別される［4］．
RFIDシステムはカード形状などユーザがもつ RFIDタ
グと，その情報を読み書きする Reader/Writer（以下 R/

W）から構成されている［5］，［6］．
　まず，RFIDタグには，電源や発振回路を内蔵したア
クティブ型（バッテリー搭載）と，電源を内蔵せず R/W

からの電磁波を駆動電源とするパッシブ型（バッテリー
非搭載）が存在する［7］．更に，RFIDタグは使用する用
途により，課金やセキュリティ管理では通信距離を短く，
物流管理などでは長くと，必要とされる通信距離が異
なっている．アクティブ型のものは電源と発振回路があ
るため通信距離を長くでき，物流などに使用されている．
このアクティブ型に使用されているアンテナは，パッシ
ブ型のアンテナとほぼ同じである．ここでは，アンテナ
の利得が重要なファクタとなるパッシブ型について述べ
る．パッシブ型 RFIDタグは電源を搭載していないこと
から，通信と同時に駆動に必要な電力の伝送を行う必要
がある．ほとんどの場合，この電力伝送可能な距離によっ
て通信距離が決定される．この電力は搬送波で送信され
るため，電力伝送可能距離は，搬送波周波数，R/W出力，
通信方式，変調方式，符号化方式，ICの消費電力に加え
て，実装されるアンテナの利得及び周辺の電波環境に
よって決定される．

1.1.1　周　波　数
　パッシブ型 RFIDタグの搬送波として使用可能な周波
数帯域は，ISMバンド（産業・科学・医学用帯域）を中心
にいくつか決まっている．主なものとしては，135 kHz

帯（125 kHz ［8］を含む），13.56 MHz帯等を用いた電磁誘
導方式と 2.45 GHz帯または 900 MHz帯のUHF帯を用
いた電波方式である（このほかにも 433 MHz帯，5.8 

GHz帯がある）．ここで通信距離は R/Wの出力に大き
く左右されるため，現行の電波法規制（図 1）で定められ
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て い る 放 射 電 力（Equivalent Isotropically Radiated 

Power）から，HF帯では短く，UHF帯では長くなる［9］．
RFIDシステム利用分野のうち，鉄道や航空分野，電子
マネーや個人認証などで利用されている，（1）課金，プリ
ペイド，（2）セキュリティ管理の分野は，その利用形態か
ら通信可能なエリアを限定したいものであり，135 kHz

帯に比べ波長が短い 13.56 MHz帯が一般的に広く用いら
れている．一方，135 kHz帯の RFIDタグは水や金属の
影響を受けがたい特徴を生かして，家畜管理，スキー場
のリフト乗り場，回転寿司の皿，クリーニングの管理
RFIDタグ，カジノのチップなどの分野で利用されてい
る［10］～［12］．
　一方，（3）物品・物流管理，トレーサビリティ等に関し
ては，通信距離の延伸化要求が強く，2.45 GHz帯と同じ
送信出力が可能で波長の長い 900 MHz帯 RFIDシステ
ムが注目されている．2.45 GHz帯は，2005年愛・地球
博のチケットや，駐車場の入退場管理などに，900 MHz

帯は，パレットに積んだ物流管理などに使用されている
［12］～［15］．

1.1.2　RFIDタグで用いるアンテナの種類
　RFIDタグに利用されている基本的なアンテナ形状は，
使用している搬送波周波数によって異なっている．
　13.56 MHz帯では，コイルやスパイラルアンテナを利
用する電磁誘導方式が主に用いられている．図 2に距離
rに対する放射界（準静電界，誘導電磁界，放射電磁界）
の変化を示す．ここで k0は波数を表す．13.56 MHz帯
では通信エリアが近傍界内 （k r 10 % ）となるため，電界
を用いると距離 rの 3乗に反比例して減衰し，最も近接
した場合に動作するように設計すると通信可能距離がほ

とんど得られず，最大距離で動くように設計すると近接
したときの誘起電圧が ICの耐圧を超える可能性が出て
くる．これに対し磁界は，同じ近傍界内でも距離の 2乗
に反比例して減衰するので，距離に対する減衰が電界ほ
ど急しゅんではなく，IC駆動電力を伝送できる距離範囲
が広くなる．このため 13.56 MHz帯ではコイル，スパイ
ラルアンテナを用いた電磁誘導方式により電力伝送・通
信を行う．
　一方UHF帯では通信距離範囲のほとんどが遠方界
（k0r  2  1）となるため， コイルやスパイラルアンテナなど
の短絡型アンテナに比べインピーダンスが高く空間イン
ピーダンスとの整合性が良い，ダイポールアンテナや
パッチアンテナ等の開放型アンテナを RFIDタグ用アン
テナとして用い，電波方式による電力伝送・通信を行う．
　RFIDタグの形状は，アクティブ型は電源を内蔵する
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図 2　放射界の距離特性

図 1　RFID利用可能帯域と電波法規制値
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ことから BOX形状をしているものが多い．パッシブ型
については，これまでのクレジットカードの置換用途な
どもあり，サイズは横 85.6 mm×縦 54.0 mm，厚さ 0.76 

mmの「ID -1（ISO/IEC 7810）」に準拠しているものが多
い．このカードに使用されているシートの材料は，ポリ
エチレン・テレフタレート（PET），ポリ塩化ビニル
（PVC），アクリロニトル・ブタジエン・スチレン（ABS）
といったものが使われており，後述するアンテナの設計
では，これらシートの誘電率等を考慮して設計する必要
がある．

1.2　RFIDの通信方式
　変調方式及び符号化方式に関しても，各方式の信号が
もつ周波数帯域がアンテナに要求される帯域となること
から，アンテナ設計に大きく関係してくる．また，電力
伝送の観点からは，搬送波成分を時間的な積分値として
最も多く含む方式が望ましい．しかし ICの小型化の観
点から，RFIDタグ側に複雑な復調回路をもつことは困
難であり，変調方式としては最も単純なASK 

（Amplitude Shift Keying）変調が多く用いられる．表 1

に 13.56 MHz帯の RFIDの種類を示す．一方，RFIDタ
グからの返信は，IC内部の RF （Radio Frequency）回路
から発信した信号を電磁波として放射するのではなく，

Back Scatter方式により ICの動作を R/W側から見た負
荷の変動として読み取ることで行っている．符号化に関
しては，Lowの時間が長いと整流後の DC（Direct 

Current, 直流）動作電圧が低下し ICがリセットされるた
め，安定した通信が困難となる．そのため，電力伝送の
観点から単純にHighの時間が最も多い符号化方式が搬
送波成分を最も多く送信できるため有利である．ここで
符号化の例を図 3に示す．電力伝送の観点からのみを考
えると，拡張ミラー（Modified Miller）符号化が最も良い
ことになる．しかし，この変調方式は負のパルスが入る
ため，非常に広い帯域を必要とする．そのため，実際には，
Lowの時間が 1 bit分以上続かず，帯域としても半 bit分
の信号を送受できればよいマンチェスタ（Manchester）符
号化がよく用いられる．これは DC成分をもたないとい
う意味からも，R/Wからの送信に有効である．また，
RFIDタグからの返信は，ビットの区別が判別しやすい，
送受の分離がしやすいなどから Bi-phase space（FM0）
やミラー（Miller）符号化が用いられる［15］，［16］．
　次に，ICの消費電力は低いほどよいのは当然であるが，
その動作に必要な電力を集められるか否かはアンテナの
面積に比例する．このため，同じ搬送波周波数の RFID

タグでは，広い実装面積が得られれば通信可能距離の延

表 1　13.56 MHz帯 RFIDの種類

Type A Type B Felica （Type C） NFC

変調方式 100％ ASK 10％ ASK 10％ ASK 既存規格すべて
符号化方式 拡張ミラー NRZ マンチェスタ 既存規格すべて

規格 ISO/IEC 14443 ISO/IEC 14443 -
ISO/IEC 18092

ISO/IEC 21481

推進企業団体 Philips Motorola Sony
Moversa

（Sony +Philips）

実用例［17］ ICテレホンカード
taspo

住民基本台帳カード
IC運転免許証 Suica, Edy 携帯電話

１０１１００１０
1=High, 0=Low

1= bit中央で H→L, 0= bit中央で L→H

1=bitスタートで H, bit中央で H→L, 0=Low 

1=bit中央で反転，0の連続 =bit開始時に反転

1=bit中央で負のパルス，0= bit開始時に負のパルス

1=bitスタートで 0= bitスタート及び中央で反転

概　要

NRZ

マンチェスタ

単極 RZ

ミラー

拡張ミラー

Bi-phase space
（FM0）

符号化名称

図 3　符 号 化 例
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伸化が可能である．実際には，RFIDタグの大きさや貼
付け領域から制限されることになる．よって ICの低消
費電力化とアンテナの高効率化は重要な鍵となる．

1.3　RFIDタグ用アンテナ設計の課題
　通常のアンテナ設計では，アンテナは 50Ω系の給電
線路につながるのが普通であるため，入力インピーダン
スは 50Ωになるように設計する．しかし，RFIDタグ，
特にパッシブ型の RFIDタグはアンテナと ICが直結し
ているため，ICの出力インピーダンスの複素共役にアン
テナの入力インピーダンスを合わせる必要がある．した
がって，50Ω系で構成されている測定系で測定する場合，
インピーダンスの不整合による漏れ電流の低減や，低 

インピーダンスに伴う測定精度の改善等，様々な工夫が
必要となる．
　RFIDタグに使用されている ICは，製造メーカによっ
て出力インピーダンスが異なっている．同じ型番でもば
らつきがあるため，アンテナに実装した場合，共振周波
数がずれ通信距離が短くなるなど問題が生じることがあ
る．そのため，設計するアンテナの周波数特性に余裕を
もたせる，調整機能をもたせるなどの対策を必要とする．
　アンテナ導体を構成する方法は，銅はくやアルミはく
をプレスで打ち抜く方法，エッチングやめっきで構成す
る方法や，金属ペーストをシルクスクリーンにより印刷
して構成する方法，金属線を巻く方法などがある［5］．
パッシブ型 RFIDタグは，R/Wからの電磁波エネルギー
により ICを駆動するため，アンテナを構成する導体が
低損失であることが重要となる．エッチングによって 

アンテナ導体を構成する方法が材料的には低損失である
が，コストが高くなる．また，廃液などの問題があり，
環境への影響も懸念される．しかし，バーコードに代わっ
て流通させるためにも，RFIDタグの製造コストは非常
に重要なファクタとなっている．製造コストを下げるた
め，材料や製造方法の改善以外に，配線長を短くするな
どアンテナの設計でも工夫が必要となってくる．
　乗車券など RFIDタグを単独で使用する場合は大きな
問題とはならないが，物流やトレーサビリティのように
何かに貼付して用いる場合は，貼付するものによって
RFIDタグの特性が大きく変化してしまうことがある．
金属や液体，人体などに貼付する場合は，その影響が顕
著であり，専用の設計が必要となる．特に，容量が変化
する液体や，身動きする人体などは電気特性の変化幅が
大きく設計が困難とある．
　以上のように様々な用途，周波数が存在する RFIDに
ついて， 本論文では 2.で 13.56 MHz帯，3.で 900 MHz，
2.45 GHz帯を利用する RFIDタグのアンテナ設計に関し
簡単に述べる［18］．

2．13.56 MHz帯アンテナの設計

2.1　アンテナの基本設計
　「EdyⓇ」に代表される金銭やセキュリティ等に関連し
た非接触 ICカード等の利用分野では，通信可能距離を
制限したシステムが必要となる．そのため，一般的に搬
送波として 13.56 MHz帯を，アンテナとしては平面実装
可能なループアンテナやスパイラルアンテナ（図 4）が用
いられている．大抵の RFIDタグ用アンテナは，スパイ
ラルを同一平面上に形成し，巻き始めと巻き終りはブ
リッジした構成で ICと接続されている．13.56 MHz帯
の R/Wも同様なスパイラルアンテナを用いている［19］
～［21］．
　ループアンテナの端子に誘起される電圧Vは，電磁
気学の知識として，ループ面積 Sとループを鎖交する磁
界Hによって，V=~ nSHと表される．ここで， nは
透磁率，~は角周波数を示す．また，スパイラルアンテ
ナの場合は，簡単にはその巻数N倍の誘起電圧が発生
すると考えることができる（厳密には，各ターンにより
面積 Sは異なる）．パッシブ型 RFIDタグはこの誘起電
圧によって ICを駆動するため，ICの動作電圧が得られ
る巻数が必要となる．クレジットカードの大きさだと，
巻数 7回のものが多い．また，共振周波数は，スパイラ
ルのインダクタンス成分 Lとその線間の結合容量，更に
装荷するキャパシタンスCによる，LC共振により求ま
る．そのため，設計手順としては，以下のようになる．
　①　 RFIDタグの大きさから実現できるループ面積 S

の決定
　②　動作電圧に必要な巻数決定
　③　 スパイラルの配線決定（L及び線間結合容量が求

まる）

IC

A
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B

B

カード型タグg
w

t

Ly 

Lx 

図 4　RFIDタグに実装されたスパイラルアンテナ例



解
説
論
文

解説論文：RFIDタグ用アンテナ技術 55

小
特
集

　④　装荷するキャパシタンスCの決定
2.2　等価回路モデル
　13.56 MHz帯 RFIDは，RFIDタグも R/Wも同じよ
うなスパイラルアンテナを用いるため，これらの系は図
5に示すような疎結合のトランス回路として扱うことが
できる．伝送される電力は，スパイラルの誘起電圧と 

アンテナ配線を流れる電流の積で得られる．電力伝送効
率を向上させるためには， アンテナの配線抵抗を小さく
し， インダクタンス Lをある程度大きくすることが要求
される．この「ある程度」とは，インダクタンスが大きけ
れば受信電圧は増大するが，配線抵抗も増加するので電
流値が減少し，ある巻数より多く巻いても，電力伝送効
率の向上にはつながらないため，最適値が存在すること
を意味する．実際には，ICの動作電圧が得られる最低限
の巻数にすることで配線抵抗を軽減し電流値を増やして
いる．また，通信信号を受けるのに必要な帯域幅 BWか
ら決まるQ値（=  fc /BW，fc：搬送波周波数）を RFID

タグのQ値（=  ~ L/R）が超えてはならない（  fc /BW  > 

~ L/R）ため，インダクタンス Lに上限が生じる．更に
巻数が多いと，R/Wと RFIDタグのアンテナ間の結合
係数 kが大きくなるため，通信距離範囲内での結合係数
kの変動幅が大きくなり，この変動幅全域で動作させる
ことが必要となるため設計が困難となる ［18］，［22］．ここ
で， 結合係数 kは，Neumannの公式より二つのループ間
の相互インダクタンスMを求め，各ループのインダク 

タンスより算出することができる［22］．
2.3　応用事例
　RFIDタグ側のアンテナは，ループアンテナが基本と
なっている．一度に複数の RFIDタグを読み取れるアン
チコリジョンの対応，RFIDタグを重ねたときのインピー
ダンス変化への対応などにより，様々な形状，意匠（例
えば木の葉型など）のアンテナが採用されている．また，

R/W側のアンテナも同様のループアンテナを採用して
おり，改札機や決済システムなど単体で使用されるもの
が多いが，用途によっては RFIDタグの向きによる未検
知を防ぐため，二つのアンテナを直交して配置する等，
対応がなされている．
　13.56 MHz帯の RFIDは，携帯電話へ内蔵されて使用
されていたりするが，バッテリーなど金属への貼付は大
きな課題がある．金属に直接貼付した場合，ループアン
テナを鎖交する磁界がないため，誘導起電力が発生せず
動作しない．そのため，金属とアンテナ間にできるだけ
すき間を設け，鎖交する磁界を増やす必要がある．一方，
RFIDタグの厚さはできるだけ薄くしたい要求があるた
め，一般的に磁性体のシートを金属と RFIDタグの間に
挿入し，磁性体内に磁界を集中させる方法が用いられて
いる［5］．厚さ 0.1～ 0.2 mm程度，比透磁率 50～ 100

程度の磁性体シートで使用されている．

3．UHF，マイクロ波帯アンテナの設計

3.1　アンテナの基本設計
　物品・物流管理，トレーサビリティ等の用途に用いら
れる RFIDタグは， UHF帯（860～ 960 MHz）やマイク
ロ波帯（2.45 GHz帯）を用いる．また，アンテナは基本的
にはダイポールアンテナを用いている．自由空間中での
ダイポールアンテナの長さは，900 MHz帯の場合で約
16 cm，2.45 GHz帯の場合で約 6 cmとなることから，
クレジットカード大で実装しようとすると，2.45 GHz帯
の場合は問題ないが，900 MHz帯の場合は，ダイポール
アンテナを折り曲げたメアンダーラインを用いるなど細
工が必要となる［20］，［23］～［26］．また， 900 MHz帯は使
用されている国によっても，日本：950 MHz，アメリカ：
915 MHz，ヨーロッパ：859.5 MHzと微妙に異なってい

 

Reader/Writer Tag

R/W Ant. Tag Ant. IC

Spiral Antenna Spiral Antenna

R0

V0

C0

Crw

Rrw

Lrw Lcd

Rcd

Ccd CIC

RIC
k

R0：RF回路出力インピーダンス，V0
2/R0：RF回路出力電力，C0：アンテナ共振容量，

CIC：IC入力容量，RIC：IC消費電力等価抵抗

図 5　13.56 MHz帯 RFIDシステムの等価回路
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る．そのため，航空貨物や物流などの用途において世界
中で使用可能とするには，広帯域化が絶対に必要となる．
図 6に 900 MHz帯 RFIDタグの例を示す．カード内で
共振させるため，ダイポールアンテナを折り曲げて配置
してある．更に広帯域化のため，長さの異なる素子を付
加したり，アンテナの配線幅を広くしたりしている．図
では，卍型であるが，M字型，父字型，r字型，筆記体
型［14］，［27］，［28］などの意匠が存在する．
　R/W側のアンテナは，回路側に電磁波を放射し誤動
作をさせないため，かつ，回路と同一平面上に作製する
ため，図 7のように単向性のパッチアンテナがよく用い
られている．また，RFIDタグのアンテナの向きに対す
る任意性をもたせるために，円偏波放射素子を用いてい
るものが多い．

3.2　受 信 電 力
　RFIDタグのアンテナ設計の上で最も重要なのは，
RFIDタグのアンテナの利得もさることながら，RFID

タグに取り付ける ICとの整合性である．図 8の模式図
のように，電力の流れを示すことができる．アンテナ側
で共役整合をとることで，受信電力をもらさず ICに供
給することが必須である．一般的に，ICは入力容量成分

が支配的なので，ICの入力インピーダンス zICは，式（1）
で表される．これより，アンテナに求められる入力イン
ピーダンス z Antは，式（2）のように定義される．更に，
アンテナで受信した電力が熱損失として消費されるのを
防ぐために，その抵抗分（R IC, R Ant）は極力小さいことが
望ましい．
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　　RIC：ICの抵抗，CIC：ICのキャパシタンス，
　　RAnt：アンテナ導体の抵抗，
　　LAnt：アンテナ配線によるインダクタンス

　ここで，ICの入力インピーダンスは各々の設計及び周
波数にもよるが，一般的に
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図 6　900 MHz帯 RFIDタグの例 図 7　UHF帯 RFIDタグのアンテナ系
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図 8　R/W─RFIDタグ間の電力流れ図
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程度の範囲にある．半波長ダイポールアンテナのイン
ピーダンスは，zDipole≒ 73 + j 45［Ω］であり，ICと直
接共役整合をとることが難しいことが分かる．更に図 9

に示すように，アンテナ長 Lを若干短くすることで抵抗
成分 Rが下がり抵抗分の整合がとれやすくなる．リアク
タンス成分の不足は，ICを接続する引出し配線の線路長
Lpでインダクタンスを生成し補うことで共役整合を実
現できる．
　また，現実の RFIDタグ用アンテナは単純な 2導体の
ダイポールとはなっておらず，図 7は，1導体で IC接続
部に L字形のスリットが入った構造となっている［15］，
［29］，［30］．これは，ダイポールアンテナではすべての周
波数成分に対し IC端子が開放端になるため，アンテナ
の片側に静電気等の高電圧ノイズが印加されると IC端
子に高電圧がかかり破損するからであり，DC的に短絡
した形状とすることでこれを防いでいる．
　通信距離は， 式（4）のフリスの伝達公式から容易に類推
可能である．RFIDタグからの返信が Back Scatter方式
であり，RFIDタグが動作可能な電力が送信できさえす
れば，その動作による返信信号は R/Wから見たインピー
ダンス変動という形で検知されるためである．この結果，
RFIDタグのアンテナの利得がダイポール相当の場合， 
IC消費電力が 1 mWであれば最大通信距離は，搬送波
が 2.45 GHzの場合で約 80 cm， 950 MHzの場合で約 2 m

となり，波長換算分だけ通信距離が延伸化される．
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　　P t：R/W 側 RF回路出力，G t：R/Wアンテナ利得，
　　A t：R/W アンテナ実効面積，
　　Pr：RFIDタグ IC消費電力，
　　G r：RFIDタグアンテナ利得，
　　A r：RFIDタグアンテナ実効面積，
　　Pd：RFIDタグ受信電力密度， r：通信距離

3.3　応用事例
　一般の RFIDタグは自由空間中で用いるように設計さ
れているため，衣料品などに貼り付けて使用する場合は，
貼付物の電気的特性への影響はほとんど問題とはならな
い．しかし，缶ジュースやペットボトル飲料といった金
属や高誘電体に貼付して使用する場合には，アンテナの

特性変化により通信距離が短くなったり，または動作し
なくなったりする．このため，このような使用環境では
それに特化したアンテナが必要となる［5］．
　水や人体のような高誘電体に貼付して用いる場合で
は，比誘電率 f rによる波長短縮効果から，アンテナ長 L

を短くすればよい．また，これらの媒質に RFIDタグ用
アンテナを装着させて用いる場合，例えば図 10に示す
パッチアンテナのような単向性の素子を用いることが最
も簡単な方法である．この場合，R/Wとの通信は金属／
誘電体と反対側からに限定されるが，金属／誘電体側は
GNDによりシールドされた形となるため，その影響を
無視することが可能となる．
　更に装着対象が金属の場合は，通常の RFIDタグを貼
付させるとその鏡像効果により電界が打ち消され通信不
可能となるが，ループアンテナでは磁界が強め合うこと
からアンテナとして機能する．そこで，通常の RFIDタ
グの両端を折り返し，ループ形状を作り出すことで金属
に装着させても通信が可能となる（図 11）．このアンテナ
は，折返しによりできるループ面積を大きくすることで，
アンテナ効率を上げることが可能である．しかし，実際
には低姿勢化の要求から厚さを最小限に抑える必要があ
り，通信距離と厚さのトレードオフの問題となる．通常
インレット（チップにアンテナを取り付けた形態）を折り
曲げて厚さ 1 mmのループを作成した場合，通信距離は
パッチアンテナの場合と比べ低下するが，R/W出力に
よっては認証可能となる．

IC
Lp

L

図 9　引出し配線付 RFIDタグ

図 10　パッチアンテナ

スルーホール

パッチ

H

図 11　金属貼付 RFIDタグ用折返しループアンテナ

折返しループアンテナ

導体
鏡像
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4．む　す　び

　13.56 MHz，900 MHz帯，2.45 GHz帯の RFIDタグ用
アンテナの課題と設計について概説してきた．このほか，
実際のモノづくりという観点でも，ここでは述べること
ができなかった困難や問題点も数多くあったが，それを
乗り越えて実用化されている．普段持ち歩いているカー
ドのように見える RFIDタグには，様々な課題を克服し
た技術が詰め込まれているのである．実際の RFIDタグ
用アンテナには，様々な意匠が施され登録されているの
で，そのデザインを見るだけでも，面白いものがある．
文献をもとに実際の製品のデザインを見てみることをお
勧めする．

用語解説

Back Scatter（後方散乱変調）
  　R/Wから電波をタグに伝送し，タグに書き込まれて
いる情報に応じた変調がかかってリーダに戻ってくる
こと．

アンチコリジョン 

  　複数の無線 ICタグが存在しても，同時にデータの
処理ができる機能．

インレット
  　ICチップとアンテナから構成された，ICカードや

RFタグを作るための部品．ラミネート加工などされ
ている．

共役整合
  　負荷インピーダンスを電源の内部インピーダンスの
共役複素数に等しくすること．電源から取り出し得る
電力が最大になる．

ダイポールアンテナ 

  　給電点に 2本の直線状の素子を左右対称に付けた線
状アンテナ．

非接触 ICカード
  　国際的には ISO/IEC 14443．リーダとライタの通信
距離に応じて「密着型」「近接型」「近傍型」「遠隔型」の 4

種類に区別される．
フリスの伝達公式
  　送信電力とある距離離れた地点のアンテナ受信電力
の関係．

ループアンテナ 

  　素子を環状にしたアンテナ． 
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　複雑ネットワーク研究の興隆の中で，インターネットの
トポロジーは，その次数分布がべき則を示すことから，い
わゆるスケールフリーネットワークの代表格の一つとして
扱われてきた．しかし，そのもととなるデータの測定方法
やスケールフリーモデルによる議論等は，調べていくとか
なり怪しい部分がある．簡単なシミュレーションの結果を
踏まえ，現状について批判的な観察と，今後の研究の進む
べき方向についての提案を示す．

インターネットトポロジー，次数分布，べき則，複雑ネッ
トワーク

1．まえがき 　　

　近年の複雑ネットワーク研究 [1]の中で，インター
ネットトポロジー（注 1）はその代表格の一つとして扱われ
て，様々な研究や考察の対象となってきた．中でも，次
数をはじめとするいくつかの指標がべき則に従うことを
示した Faloutsos-Faloutsos-Faloutsos [2] （以下 FFF と
する） の先駆的な研究，及びこれを一つの有力な実例と
した Barabási-Albert [3]の発表以来，「インターネット
はスケールフリー（注 2）である」という認識が広まり [4]，
一般向け解説書や論文のイントロダクション等で話の枕
として使われるに至っている．
　Barabási-Albertはスケールフリーなネットワークの
モデルとして選択的結合 （Preferential Attachment） の

戦略に基づいて発展するネットワークのモデル （以下
PA とする）を与えた．PA では時間は離散的で，（i）数個
の頂点が相互に結び付いた状態から出発し，（ii）各時間ス
テップで「腕」を何本かもつ新しい頂点を追加する．この
「腕」が既にネットワークに存在する頂点と結び付き新し
いリンクとなる，という時間発展を行う．ポイントは，（ii）
において「腕」が結び付く相手の頂点を選択する確率が，
その相手の頂点の既にもっている次数に比例することで
ある．基本的にはこれだけのルールによって生成された
ネットワークが，次数分布のべき則を示すのである．
　Barabásiらを含む多くのネットワーク科学研究者が
更にこのようなモデルによって生成されたネットワーク
上でのダイナミックスの研究を進め，それによって示さ
れた「ランダム攻撃に対して高い耐性を示す」[5]，[6] 

「（人と人との関係ネットワークと見た場合） ウイルス伝
搬に関する感染力のしきい値が存在しない」[7]といっ
た結果がインターネットにおいてもつ含意が議論されて
いる．
　インターネットトポロジーを適切にモデル化しようと
する研究は短くない歴史をもつ [8]が，複雑ネットワー
ク研究に基づくモデルは新しい観点を導入したものとし
て高く評価できる．また，インターネットトポロジーを
それだけのものとして単独にとらえるのではなく，自然・
社会・人工物などに見られるネットワーク構造との関係
において広い視野のもとに研究することは，社会学・物
理学その他の多分野交流という観点からも有益であろう
[9]．しかしその反面，インターネットの技術的・社会

「インターネットはスケールフリー」論再考
“The Internet is Scale-Free” Theory Revisited

解説論文

一井信吾†
Shingo Ichii†

† 東京大学大学院数理科学研究科，東京都
Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo, 

Tokyo, 153-8914 Japan

Summary
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（注 1）：本論文でインターネットトポロジーという場合は，インターネッ
トにおけるAS（Autonomous System）間相互接続ないしルータ間相互接
続のトポロジーを指すものとする．すなわち，WWW（World Wide 

Web）におけるページ間の参照関係や電子メール送受信関係，P2P（Peer-
to-Peer）ネットワーク上のノード間接続関係等のトポロジーを対象とし
ない．
（注 2）：本論文では“スケールフリー” という言葉を次数のべき則に対す
る印象的な標語として扱う．
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的特殊性を捨象した議論に対しては，その有効性に関し
て批判も存在する [9]，[10]．
　本論文は，FFFによって示されたとされるべき則に
関する素朴な疑問から出発し，インターネットという現
実の対象に即した観点からこれまでの複雑ネットワーク
の立場によるインターネットトポロジー研究が極めて不
満足な状況にあることを議論する．更にこれを踏まえて，
今後進むべき方向について一つの提案を行う（注 3）．なお，
本論文を理解する上で必要となる用語について文末で簡
単に解説した．

2．発　　　端

2.1　べ　き　則
　FFFでは，National Laboratory for Applied Network 

Research [12]が収集公開したデータ（注 4）をもとにした
BGP（Border Gateway Protocol）経路情報に基づくAS 

間相互接続及び Pansiot and Grad [14]による trace-

routeに基づいたルータ間相互接続のトポロジーが検討
された．なお，Signaos-Faloutsos-Faloutsos-Faloutsos

による 4 年後の論文 [15]は細部の修正を除き大筋に違
いはない．本章では主としてAS 間相互接続に基づくト
ポロジーについて考察する．
　NLANR/Oregon Route-Views プロジェクトにおける
BGP情報の取得においては，フルルートをもつ一つの
ルータ（現在は route-views.routeviews.org.）を観測点と
する．更に，プロジェクトに協力するいくつかの他の
AS と観測点ルータの間に BGP コネクションを確立し
て BGP による経路情報を受け取ることにより，いわば
インターネット上の複数の地点からのAS-Path を観測
できる体制をとっている．観測点ルータにおいて，定期
的に BGP 経路情報表を取得する．その結果が生データ
として公開されている．
　AS間相互接続のトポロジーを調べるため，この生
データからAS-Path 情報を取り出す．AS-Path 中，AS 

番号が相前後して現れる場合，それらのAS 番号に対応
するAS は隣接しているものとみなす．ASを頂点とし
隣接するAS 間にリンクを張ることによって無向グラフ
を作成する．このグラフの各頂点の次数（頂点につながっ
たリンクの数）を求め，度数分布をプロットする．1997 

年 11 月 8 日の観測について上記の操作を行った結果が
図 1である（これは FFFの図 5（a）に対応するものであ
るが，ここでは新たに作成した）．ここで，X軸，Y軸
ともに対数表示していること及び分布が右肩下りの直線
により近似されることより，

　次数 dの頂点の出現頻度∝ d－ a   （a > 0）

と表されることが期待される．これが，次数分布のべき

則（の一つの表現）である．
　FFF では，1997年 11月，1998年 4月及び 12月のデー
タについて次数分布を求め，べき則が常に成り立つこと，
aの値はわずかにしか変動していないことを示し，この
性質がインターネットにおいて普遍的に成立するもので
あると主張された．
　なお同様にして 2007年 4月 30日の観測について次数
分布を求めると図 2となる．これについても，FFFと
同様に目視によればべき則が成り立っていると認めるこ
とができるであろう．やはり，次数分布のべき則は普遍
的に成り立っていると考えてよいのであろうか．

2.2　素朴な疑問
　AS番号の付与基準は [16]～ [18] に与えられている．
これらの基準では，AS は少なくとも 2 本の外部リンク

図 1　1997年 11月 8日の次数分布
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（注 3）：本論文は [11] に加筆訂正を行ったものである．
（注 4）：現在は Oregon Route-Views プロジェクト [13] に引き継がれて
いる．

図 2　2007年 4月 30日の次数分布
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をもつ（“multi-homed”）のが原則である．ところが，図 1，
図 2は，次数 1 の頂点が極めて多数観測されているこ
とを示している．図 1では次数 1 の頂点数が次数 2 以
上の頂点数と同程度あり，図 2では，次数 1の頂点数
が次数 2以上の頂点数の 1/2程度ある．本来次数が 2 

以上の頂点がこのように観測されているのだとすると，
全体の 1/2～ 1/3 程度の頂点が観測されていない「隠
れ」リンクを 1本以上もつということになってしまう．
果たしてこのデータは，本来のトポロジーの次数分布
を忠実に反映したものと推定することが可能であろう
か．

2.3　シミュレーション
　BGPによりAS間のリンクを観測する際の効果を評
価するため，シミュレーションを行った．基本的な手
順は以下のとおりである．
　1.　トポロジーを生成する．
　2.　 任意に選んだ一つのASを観測点として設定す

る．
　3.　 生成したトポロジーにおいて観測点とリンクをも

たない n（$0）個のASを任意に選び，観測点と
リンクを張る．

　4.　 BGPプロトコルを動作させ，BGP 経路情報表を
生成する．

　5.　 BGP経路情報表より，トポロジーを再現し，次
数分布を求める．

以上を n = 0 （この場合，第 3ステップでは実際には 

リンクを張らない），及び n = 1, 2の場合について実行
した．
　2.3.1　トポロジー
　トポロジー生成には，インターネットのシミュレー
ションに用いられることが多い BRITE [19]を利用し
た．BRITEは，Waxmanモデル [20]に基づくランダ
ムネットワークと PSに基づくスケールフリーネット
ワークの両方のアルゴリズムを実装している．また，
AS レベル，ルータレベルといった 1階層のネットワー
クトポロジーだけでなく，ASレベルのもとにルータレ
ベルのネットワークを配するといった 2階層のネット
ワークトポロジーも生成できる．ただし本シミュレー
ションでは 1 階層のネットワークトポロジーを用いた．
　ここではまず，図 1，図 2に見られるとおり極めて大
きな次数の頂点が存在することに基づき，次数分布が
近似的にべき則を示し，大きな次数の頂点を生成する
ことができる PAを基本アルゴリズムとして選択した．
なお，BRITEのデフォルト設定では生成されるネット
ワークにおいて各頂点の次数はすべて 2以上となる．
インターネットのトポロジーに関して妥当な設定であ
る．
　更に，これに加えて観測されていないリンクが存在

することを想定して，PAにランダムにリンクを加えた
トポロジーについても扱うこととした．
　2.3.2　プ ロ ー ブ
　観測点となるASを任意に一つ選び，更にそのAS 

と n個の任意に選んだ（生成されたトポロジーではあら
かじめリンクをもっていない） ASとの間にリンクを
張った．最初に選んだ観測点となるASと選ばれた n

個のASを併せてプローブと呼ぶ．これらのASから
インターネットの相互接続状況を観測するという趣旨
である．Oregon Route-Viewsプロジェクトにおいては，
オレゴン大学のルータが観測点に対応し，BGPで接続
され協力関係にあるASから送信された経路情報とを
合わせた形でデータが提供されている．nを 0から増や
していくとき，観測される次数分布にどのような変化
があるかを見ることが必要である （n = 0の場合は，観
測点のみのデータとなる）．
　なお，観測点と，他のプローブとなるASとの間に
はもともと存在しなかった BGPリンクを張ることに
なっている．これは観測されるべきネットワークトポ
ロジーには含まれないもので，シミュレーションのデー
タ処理において排除されている．
　2.3.3　BGPシミュレーション
　生成したトポロジー上で BGPプロトコルを動かすた
めに，ns-2 [21]，[22]をベースとする BGP++ [23]，[24]

を用いた．BGP++は Zebra [25]の BGP実装を ns-2

に移植したもので，実運用に近いシミュレーションを
行うことができるという特徴がある．ただし，ネット
ワークのサイズには制約があり （ns-2の実装に依存），
現実のインターネットのように大きなネットワークの
シミュレーションを行うことはできない．今回行った
ところでは，頂点数 200 程度が限界であった．
　この値はもとよりインターネットの規模（AS数 2万
以上）に比べてはるかに小さく，このシミュレーション
は定量的な評価に堪えるものではない．しかし，生成
されたリンクは約 400本であり，図 3を参照するとば
らつきもそれほど大きくないことから，半定量的ない
し定性的な議論には十分と判断できる．
　なお，今回のシミュレーションではネットワークに
ポリシを入れていない．したがって，各ASでの経路
選択においてパス長最小の経路が選択される．この点
は実際のインターネットとは大きく異なる．
　2.3.4　シミュレーション結果
　以下のシミュレーションでは頂点数はすべて 200で
ある．
　まず，PAから出発した場合について，もとのトポロ
ジーと BGPによって観測されたトポロジーについての
次数分布を図 3に示す．横軸 （degree） は次数，縦軸
（frequency） はその次数をもつ頂点が何個あったかを示
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す．出発点である PAの分布は実線で結んである （ラベ
ル“PA”）．やや凸凹があるのは統計的な揺らぎであり，
特に次数 7付近以上の揺らぎは大きく表現されているが
それほど重要なものではない．全体に直線的に右肩下り
のグラフとなっており，べき則を示しているといえる．
　これに対し，最初の観測点のみ （n = 0） のケースで
BGPによって観測されたトポロジー （ラベル
“PA+BGP”）では，もとのトポロジーには存在しなかっ
た次数 1の頂点が多数観測されていることが注目され
る．また，d = 3～ 6において観測数が減少している．
このことから，PAには存在しながら観測されなかった
リンクがあることが分かる．
　更に n = 1の場合（ラベル“PA+BGP+1probe”）を参
照すると，d = 0の数は減少し，全体に PAのグラフに
接近していることが分かる．更に n = 2の場合（ラベル
“PA+BGP+2probe”） の場合は更にこの傾向が進んで
いる．しかしながらいずれの場合にも d = 0の頂点数は
依然としてかなり多く存在し，PAには存在しながら観
測されなかったリンクがなくなったわけではない．
　次に，PAにリンクをランダムに加えたネットワーク
について，同様のシミュレーション結果を図 4に示す．
もとのトポロジー （ラベル“PA+100”） は次数 3付近に
山ができており，べき則とはいえない．これは，ランダ
ムに加えられたリンクは次数がポアソン分布になること
から当然である．
　これに対し，n = 0のケースで BGP によって観測さ
れたトポロジー （ラベル“PA+100+BGP”） では d = 2 

にピークが移動し，d = 3～ 5で減少したため，観測さ
れたトポロジーの次数分布はべき則ともいえる形になっ
ている．この場合も d = 1の頂点が発生していることは
図 3の場合と同じである．n = 1, 2の場合 （ラベル
“PA+100+BGP+1probe”） の場合にはやはりもとの分

布に近づいていることが観察できる．ただし，n = 2の
場合であっても完全に回復してはいないばかりか，n = 

1の場合よりかえって悪化している場合 （例えば d = 1

の個数） もある．これはプローブの選択に依存すること
であり一般化はできないが，単にプローブを増やせばよ
い観測が行えるということではないことの例証とはなる
であろう．

3．観　　　測

　前章のシミュレーション結果を踏まえて，BGPによ
る観測の特質について考察する．
　BGPプロトコルのもとで，各ASは隣接ASから受
け取った経路情報をもとに各行先 IPプレフィックスに
対する最適経路を選択し，その最適経路を隣接ASに送
出する（注 5）．したがってある一つのAS から見た場合経
路情報のAS-Pathにはループはなく，木構造をなす．
AS間相互接続は冗長性のため複数経路をもたせること
が普通であるが，このようにして観測されるトポロジー
が木構造であるということは，観測されないリンクが必
然的に存在することを意味する（注 6）．
　このことは当然に予測されていたことであって，
Oregon Route-Viewsプロジェクトでは複数のプローブ
をおき，いわば複数の地点から見た木構造を重ね合わせ
ることによってこの問題に対処しようとしている．シ
ミュレーション結果からも分かるとおり，この方策は有
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図 3　PAに基づく BGPシミュレーション結果
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図 4　 ランダムリンクを加えた場合の BGPシミュレーション
結果

（注 5）：実際には BGPスピーカとなるルータがこのような動作を行い，
しかもそのようなルータは複数あることが一般的であるが，それらは
iBGPにより相互接続され，経路情報を共有しているものと考える．
（注 6）：本論文では BGPによるAS間相互接続のトポロジーを主に扱っ
ているが，tracerouteによるリンクの観測については大きなバイアスが
あり [26]，ランダムグラフに対してもべき則の次数分布を観測してしま
うこと [27] が報告されている．BGPによる観測についても事情は本質
的には同様であろうと考えられる．
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効であって，複数のプローブをおくことは確かに未観測
のリンクを減らす効果がある．しかしどれだけの規模の
ネットワークにおいていくつのプローブをおけば十分か
は全く未検討である．我々のシミュレーションでは，頂
点数に対するプローブ数の割合が 1％の場合でも観測さ
れないリンクが多数存在することが示された．Oregon 

Route-Viewsプロジェクトの観測ではAS数 2万以上に
対しプローブ数 30程度，すなわち 0.1％のオーダであっ
て，プローブ数が十分であるとは考えにくい．
　プローブに関していえば，数だけでなくどこに設置す
るかも重要な要素であるはずである．シミュレーション
ではランダムに選択したが，Oregon Route-Viewsプロ
ジェクトではその性質上米国の研究ネットワークや IX 

（Internet eXchange），主要 ISP（Internet Service 

Provider）中心の配置となっている．もとより，設置場
所の最適な選択はまさしく観測対象となるネットワーク
のトポロジーに依存するはずのものであり，あらかじめ
適切な設置場所を指定することができるような性質のも
のではない．
　以上を総合すると，BGP 経路情報に基づくトポロジー
の推定は，いわば精度も測定値の確かさも確認されてい
ない装置による観測結果に基づくものであり，科学的な
観測として十分信用できるものとはいえない．
　なお，それにしても図 1，図 2に見られるような「き
れいな」グラフがある以上，べき則を考えることに意味
があるのではないかという立場もあり得るが，べき則か
どうかの認定をグラフに基づいて行うことは非常に危険
である．次章では，べき則の特徴と統計データからの同
定，モデルでの利用における問題点について議論する．

4．べき則の同定とモデル

　べき則の歴史は古い [28], [29]．
　統計学上べき則が注目されるようになったのは，1897 

年に発表された Paretoによる収入の分布に関する研究
[30]からである．その後様々な現象においてべき則が見
出されたが，ほとんどの場合，分布の全体でなく一部に
おいてのみ成り立つとされるものである [31]．またこの
こととも関連して，両対数グラフ用紙にプロットした場
合区別がつきにくい他の分布（特に対数正規分布）と比較
して，どの分布を用いるのが正しいかについて様々な論
争の種になってきた [32]．
　図 5を参照されたい．これは，ある確率分布に従う乱
数を 1,000,000個生成し，発生頻度をグラフにしたもの
である．横軸（x）は乱数の値（幅 5の区間に区切った各区
間の中央値），縦軸（count）はその幅に含まれる乱数が何
個発生したかを示している．グラフは両対数プロットし
てある．任意に引いた実線と比較すると，この分布はか

なり「きれいな」直線上に乗っているように見える．した
がって，この分布はべき則ではないかと考えたくなるが，
実は乱数発生に用いた確率分布は平均 0，分散 1の対数
正規分布である．
　なお，いろいろな形で歴史上何度も提案されてきた
“the rich gets richer” principle （preferential attachment

もその最新のモードである） は単純な形では対数正規分
布を導くが，反射壁を設ける等の条件を与えることによ
りべき則を導くこともできる [28]．
　またこれ以外にも実に様々な道筋によりべき則を導く
ことができることも知られている [29]．確率的なプロセ
スによってではなく，技術的な最適性を求めることに
よって結果的にべき則が導かれることもある．
　多く見出されるべき則（a#3）は分散が発散するとい
う性質をもち，このことが非常に大きな値の出現確率が
大きいこと（いわゆるロングテール [33]）と関連づけられ
ることもあるが，数学的には，このような二次のモー 

メントが存在しないような分布についての極限定理が知
られている [34]．それによると，多数の独立な確率変数
の和がべき則をそのグループに含むような一群の分布に
収束することが示せる．周知のように二次のモーメント
が存在する場合は中心極限定理になり，正規分布が偏在
することの一つの原因となっているが，同様にべき則も
決して特別なものとはいえないことがこのことから分か
る [35]．すなわち，べき則はモデルを弁別するための指
標としては弱いということである．
　なお，べき則を同定するにあたって aの値が議論の
対象となることがあるが，FFFが行っている最小二乗
法による推定法は不偏でなく適切でない [36]．実際に不
適切な値が出てしまう例が [37] にある．PAをはじめ
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図 5　対数正規分布に従う乱数の分布
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とする多くのモデルでは漸近挙動を得た後 aを与えて
いるが，論文 [31]に指摘されているように分布の一部
のみを用いて aの値を決めることは不定性が大きく適
切でない．
　最近これらの事情についての指摘がしばしばなされる
ようになり（例えば [38]．この論文の解説として [39]も
ある），実験や観測で得られたデータに安易にべき則を
適用することの危険性は広く認識されつつあるようであ
る．
　以上のように，べき則は取扱いが難しく，モデルの選
択に用いることは不可能ではないにせよ，かなりの困難
があることは確かである．現在の課題に即していえば，
観測された次数分布は正規分布やポアソン分布と比べて
非常に大きな次数の出現確率がはるかに大きいという意
味でロングテールであることは間違いないが，それをべ
き則を限定してモデル選択に用いるのは適切ではないと
考えられる．

5．モ　デ　ル

　観測された次数分布その他の指標の原因を探るため，
様々なモデルが提案されている．既に前章で利用した
PAもそのようなモデルの（再初期の，かつ代表的な）一
つである．また，これらのモデルによって生成されたト
ポロジーを用いて，ネットワーク上のダイナミックスの
研究が行われている．本章では，このような研究の方法
が果たして妥当かどうかについて検討する．
　前章で既にASレベルのトポロジーの次数分布がべき
則であるとは言い切れないことを示したが，仮にべき則
であるとしても 4．で述べたようにモデルに対する制約
としては十分とはいえない．
　また，PAでは古い （初期条件として与えられた，ま
たは成長の初期に加えられた） 頂点が次数大となり，次
数が減少することはない．かつ次数大の頂点は （多くの
2頂点間の経路がそこを経由するという意味で） ネット
ワークの“中心”に位置する．
　ところが，明らかに全く異なった形状のトポロジーが
同一の次数分布を示すことがある [40]．実際のインター
ネットとの対応で見ると，ルータレベルのネットワーク
では最大次数をもつものは ISPにおいて顧客へのリン
クを収容するエッジルータであり，“中心”が高い次数を
もつ PA とは対応しない．
　「スケールフリーネットワークはランダム攻撃に対し
て耐性がある」[5]，[6]とされる理由は，攻撃対象とし
てランダムに頂点を選んだ場合，ほとんどの頂点は次数
が小さく，かつネットワークにおいて周辺的であるから
ネットワーク全体の結合性に大きな影響を与えないとい
う事情に基づいている．裏返すと次数大の頂点を攻撃す

れば脆弱だという結論（“アキレスの踵”論） [5]にもつな
がるが，ルータレベルのネットワークに関してこの結論
が適用できないことは上記の観察から明らかである．
ASレベルのネットワークに関しても，AS全体が攻撃
を受けて停止してしまうということはどういうことであ
るか不明であり，現実にはあまり意味をもたない議論で
ある．
　つまり，観測に対する適合性から選択されたモデルを
用いてダイナミックスを議論する場合，観測によって制
約されないモデル固有の性質がダイナミックスを規定す
る場合がある．特に PAについては，後者が現実のイン
ターネットとはかなりかけ離れたものとなっているとい
える．他のモデルに関しても，このような検討が十分な
されているとはいえない状況にある．
　なお，PAでは頂点及びリンクの削除という手順が存
在しないのに対し，インターネットでは次数 2位以下の
ASの順位は少なからず変動している （急速に順位を下
げたASもある）．当然ながら，実際のインターネット
ではリンクが消滅することもある．生成されたトポロ
ジーのみを対象とする場合は問題とはいえないが，ネッ
トワークの時間発展を対象とする場合 PAが現実のイン
ターネットと大きく異なった性質をもつことは明らかで
ある．

6．考　　　察

　現状のトポロジー観測及びモデルが満足できない状況
であることを確認した上で，今後どのように研究を進め
るべきかについて考察する．

6.1　「真の」トポロジー？
　一つの考え方は，真のトポロジーに迫るべくより精密
な観測方法を開発し，モデル選択に利用できるより詳細
なパラメータを発見するよう努めることであろう．
　例えば Oregon Route-Viewsプロジェクトの場合であ
れば，プローブを増やし，より多数の経路情報を得るこ
とができれば，いずれは真のトポロジーに十分近いトポ
ロジーを得ることができるかもしれない．しかしこの場
合，本当に真のトポロジーに近づいているかどうかを判
定する方法が存在しないため，確証を得ることは難し 

い（注 7）．
  あるいは，文献 [41]にあるようにWHOISデータ等他
の種類のデータを加えることによって総合的にトポロ
ジーをとらえることも考えられる．しかしこの場合は相
矛盾する情報があった場合どのように処理するのか，時
間的な精度や信頼性に相違がある多種の情報をどのよう
に扱うのがよいかなどの問題があり，決定的な結論に至
ることは難しいように思われる．
（注 7）：実際にはプローブ数は近年やや減少傾向にあるようである．
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　しかしながら改めて考えてみると，我々がネットワー
クトポロジーを研究する目的は様々なダイナミックスが
ネットワーク上でどのように振る舞うかを知るためであ
る．ネットワーク上のダイナミックスとして，典型的に
は経路制御プロトコルの挙動，特に収束性が考えられる．
また，トラヒックエンジニアリングにおけるトラヒック
の最適な分配や，フロー制御や QoS（Quality of Service）
制御の動的な挙動も対象となる．このように多様な目的
が存在することを考慮すると，果たしてどのような目的
にも用いることができるような一般的な「真の」トポロ
ジーなるものが存在するのかどうか，疑問になる．
　例えばプライベートピアリングを行うためのAS間の
リンクは BGPによる観測では見出されないことが多い
だろうが，特に大規模 ISPなどを含むトラヒック分配
を考える場合には必要な情報である．また，ASがスタ
ブなのかトランジットサービスを行っているかの区別は
単純なトポロジー情報からは失われているが，耐故障性
を考える上では必要である（あるリンクがバックアップ
リンクとして使えるか否かが問題なのであるから）．当
然，ポリシのほかにもダイナミックスを動かす上でリン
クの容量や遅延などの情報が必要な場合もある．
　また，物理的な攻撃・障害に対する耐性を考えるので
あれば，ASレベルにせよルータレベルにせよ IPレイ
ヤ以上の論理的なトポロジーを考えただけでは到底議論
できない（この議論は本論文の本来の範囲を逸脱するが，
ルーチングシステムとしてのインターネットの設計や性
能評価に関心をもつ立場からは自然な懸念である）．
　以上のように，汎用的・一般的な「真の」インターネッ
トトポロジーを求めるという方向は，必ず壁にぶつから
ざるを得ない．

6.2　応用指向性
　上記より明らかになったことは，関心をもつダイナ
ミックスに応じて，ネットワークに関する情報のうち何
が必要かということは変わる，ということである．ネッ
トワークについて議論する場合は，例えば
　・  大災害に耐性をもつネットワーク構築を行いたい
　・  全国にテレビ番組を配信するために必要なバック

ボーン設計を行いたい
　・  インターネット電話をだれでもどこででも快適に

使えるようにネットワークを構成したい
　・  次期ケーブルをコストに対して利益が最大になる

ところに張りたい
　・  収束性・安定性に優れたルーチングプロトコルを

設計したい
などの具体的な目的があるはずである．このような目的
を達成することを考えれば，
　（ 1）　目的を明確にする
　（ 2）　 目的の性能指標に影響を与えるネットワークに

関するパラメータを特定する
　（ 3）　その指標を必要な精度で観測・測定する
という手順を踏むべきである．特に，上記項目の（2）が
これまで欠けていたのではないかと思われる．以前から
行われている社会学的ネットワーク理論や近年の複雑
ネットワーク研究の過程を通じてネットワークに関する
指標・パラメータが様々に提案されている [42]，[43]が，
それらの指標・パラメータがダイナミックス等にどのよ
うに影響するかを定量的に求めた上で観測・測定を行う
という姿勢は決して一般的なものであったとはいえな
い．今後応用上有意義な成果を得るためには，このよう
な観点からの目的志向の計画的な研究が必要であろう．

7．関 連 研 究

　Chenら [44]は，ASレベル，ルータレベルのトポロ
ジーに加え，WHOIS データを利用してべき則次数分布
の原因に迫っている．この論文ではWHOISデータを利
用した場合べき則とはいえない形になることを指摘しな
がら，それが必ずしも信用できるものではないという理
由から重視していない．
　D’Souzaら [45]，[46]はむしろWHOIS データによる
次数分布を積極的に認め，べき則とは異なった分布を説
明するモデルを提案している．
　いずれも，そのようにして得られた次数分布がダイナ
ミックスに対していかなる意味をもつのかについて踏み
込んでいないため，有効性が限られたものになっている．
　Changら [47]は，ASを tier-1, 2等に分類することで
BGPによる次数分布推定の事後的な評価を行おうとす
る．しかし分類後も観測結果には大きなばらつきがあり，
観測値を“真の”値に近づけるための補正には用いること
ができない．
　Doyleら [48]は，ルータレベルのトポロジーに関し
て PAのような確率的に生成されるネットワークとイン
ターネットは，根本的に異なった構造をもつことをある
指標を用いて示している．また，スケールフリーネット
ワークという術語を定義し直して，インターネットはス
ケールフリーでないと述べているが，べき則が成り立つ
ことは認めているため，本論文とは異なる立場である．
　Donnetと Friedman [49]は，インターネットトポロ
ジー観測についての総説の中でスケールフリーとはいえ
ないことを明言しているが，それではどうしたらよいの
かについてはっきりしたことは述べていない．
　Oliveira [50]は，北米のネットワーク管理者の集まり
である NANOG（North American Network Operators   

Group）のメーリングリストで，各ASが他のASとど
のようなリンクをもっているかについてのアンケートの
呼びかけを行った．このようなボランティア的な情報収
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集によっては，網羅性や一様性について保証することが
難しいため，どれだけ明確な結論に至ることができるか
不明だが，これまでのデータ収集法では不十分であり，
それを補完するデータがどうしても必要であるとの認識
の反映と考えられ，成果が期待される．本論文執筆時に
は結果は発表されていない．

8．む　す　び

　インターネットトポロジーに，注目が集まるきっかけ
となった FFF 及び複雑ネットワーク研究者たちの功績
は大きいが，べき則あるいはスケールフリーネットワー
クというキーワードに依存したトポロジーに関する認識
は大きく改める必要がある．
　真のネットワークトポロジーを得さえすればすべてが
解決されるという幻想を捨て，個別具体性を踏まえつつ，
インターネットの現実に即した応用に適合した研究を進
めるべき時が来たと考えるべきである．
　謝辞　本研究は平成 18・19 年度科学研究費補助金（課
題番号 18650011）の援助を受けて行われた．

用語解説

AS（Autonomous System）
 　 企 業 や 大 学 等 の 組 織 や ISP（Internet Service 

Provider）などが保有し，統一的な管理を行っている
ネットワークの集まり．インターネットは大きく見る
とこのASが相互接続されたものと見ることができ
る．

BGP（Border Gateway Protocol）
 　AS間で経路制御情報をやり取りするためのプロト
コル．RFC4271で規定．

ピアリング
 　AS間を BGPを用いて相互接続すること．
BGPスピーカ
 　BGPプロトコルを処理するルータ．
iBGP
 　AS外との BGP接続を eBGP（Exteritor BGP）と呼
ぶのに対し，自AS内に複数の BGPスピーカがある
場合等に内部的に行う BGP接続を iBGP（Internal 

BGP）と呼ぶ．
ポリシ
 　他のASと経路制御をやり取りするとき，受信ない
し送信時にあらかじめ与えた条件により選択したり編
集したりすることができる．この条件をポリシと呼ぶ．
ポリシを用いて，例えば特定の企業間がもつリンクを
インターネット上の他の利用者には使わせない等の設
定を行える．

トランジットサービス
 　ISPは顧客に対して他のASへの接続サービスを提
供している．このように，あるASが，他の 2者の
AS間の通信の媒介を行うことをトランジットサービ

　スと呼ぶ．
スタブ
 　一般企業等のASはたとえ複数の ISPと接続してい
ても ISPはその企業のASを経由して通信しないこと
が普通である．このようなASをスタブと表現する．
スタブの設定はポリシによって実現する．

AS-Path
 　BGPの経路情報表中，あて先ASごとに記載される
途中経由のASのリスト．

フルルート
 　インターネット全体に対する経路のこと．経路情報
は変動しているので実際には「ほぼ全体」である．

tier-1
 　ISPの中で，国際回線と国内バックボーンを有し世
界的な広域接続サービスを提供するもの .

tier-2
 　ISPの中で，tier-1 からトランジットサービスを購
入し，国内・地域内等限定的なサービスを提供するも
の．
　　ここで述べた tier-1, 2 といった階層構造は必ずしも
厳密に定義できるものではないが，ビジネス上の観点
も考慮して便宜的に用いられることが多い．

文　　献
 ［1］ M. Newman, A.-L. Barabási, and D. J. Watts, eds., The 

Structure and Dynamics of Networks, Princeton 
University Press, 2006.

 ［2］ M. Faloutsos, P. Faloutsos, and C. Faloutsos, “On power-
law relationships of the Internet topology,” Comput. 
Commun. Rev., vol. 29, no. 4, pp. 251─262, 1999.

 ［3］ A.-L. Barabási and R. Albert, “Emergence of scaling in 
random networks,” Science, vol. 286, pp. 509 ─512 , 
1999.

 ［4］ R. Pastor-Satorras and A. Vespignani, Evolution and 
Structure of the Internet: A Statistical Physics Approach, 
Cambridge University Press, 2004.

 ［5］ R. Albert, H. Jeong, and A.-L. Barabási, “Error and 
attack tolerance of complex networks,” Nature, vol. 406, 
pp. 378─381, 2000.

 ［6］ R. Cohen, K. Erez, D. ben Avraham, and S. Havlin, 
“Resilience of the Internet to random breakdowns,” 
Phys. Rev. Lett., vol. 85, no. 21, pp. 4626─4628, 2000.

 ［7］ R. Pastor-Satorras and A. Vespignani, “Epidemic 
spreading in scale-free networks,” Phys. Rev. E, vol. 86, 
no. 14, pp. 3200─3203, 2001.

 ［8］ V. Paxson and S. Floyd, “Difficulties in simulating the 
internet,” IEEE/ACM Trans. Netw., vol. 9, no. 4, pp. 392─
403, 2001.

 ［9］ D. Krioukov, F. Chung, K. C. Claffy, M. Fomenkov, A. 
Vespignani, and W. Willinger, “The workshop of Internet 
topology (WIT) report,” Comput. Commun. Rev., vol. 37, 
no. 1, pp. 69─73, 2007.

［10］ W. Willinger, R. Govindan, S. Jamin, V. Paxson, and S. 
Shenker, “Scaling phenomena in the Internet: Critically 
examining criticality,” Proc. National Academy of 
Sciences, vol. 99, pp. 2573─2580, 2002.

［11］ 一井信吾，“「インターネットはスケールフリー」論再考 ,” 信
学技報 , IA2007-7, 2007.

［12］ “National laboratory for applied network research routing 
data,” http://moat.nlanr.net/Routing/rawdata/

［13］ University of Oregon Route Views Project: http://www.
routeviews.org/

［14］ J.-J. Pansiot and D. Grad, “On routes and multicast trees 
in the Internet,” Comput. Commun. Rev., vol. 28, no. 1, 



解
説
論
文

解説論文：「インターネットはスケールフリー」論再考 67

pp. 41─50, 1998.
［15］ G. Siganos, M. Faloutsos, P. Faloutsos, and C. Faloutsos, 

“Power laws and the AS-level Internet topology,” IEEE/
ACM Trans. Netw., vol. 11, no. 4, pp. 514─524, 2003.

［16］ ARIN, “ARIN number resource policy manual,” http://
www.arin.net/policy/nrpm.html

［17］ RIPE NCC, “Autonomous System (AS) number 
assignment policies and procedures,” ripe-389, 2006.

［18］ APNIC, “Policies for Autonomous System number 
management in the Asia Pacific region,” APINC-094, 
2002.

［19］ A. Medina, A. Lakhina, I. Matta, and J. Byers, “BRITE: 
Un ive rsa l  topo logy  genera t ion  f rom a  user ’s 
perspective,” Technical Report, BU-CS-TR-2001-003, 
Boston University, 2001.

［20］ B. M. Waxman, “Routing of multipoint connextions,” IEEE 
J. Sel. Areas Commun., vol. 6, no. 9, pp. 1617─1622,  
1988.

［21］ “The network simuator ─ ns-2.” http://www.isi.edu/
nsnam/ns

［22］ 銭　飛，NS2 によるネットワークシミュレーション，森北
出版，2006．

［23］ X. A. Dimitropoulos and G. F. Riley, “Creating realistic 
BGP models,” Proc. MASCOTS’03, pp. 64─70, 2003.

［24］ X. A. Dimitropoulos and G. F. Riley, “Largescale 
simulation models of BGP,” Proc. MASCOTS’04, pp. 287
─294, 2004.

［25］ “GNU Zebra.” http://www.zebra.org/
［26］ D. Achlioptas, A. Clauset, D. Kempe, and C. Moore, “On 

the bias of traceroute sampling,” Proc. ACM Symposium 
on Theory of Computing, pp. 694─703, ACM, 2005.

［27］ A. Clauset and C. Moore, “Traceroute sampling makes 
random graphs appear to have power law degree 
distributions,” arXiv:condmat/0312674, 2004.

［28］ M. Mitzenmacher, “A brief history of generative models 
for power law and lognormal distributions,” Internet 
Mathematics, vol. 1, no. 2, pp. 226─251, 2003-2004.

［29］ M. E. J. Newman, “Power laws, Pareto distributions and 
Zipf’s law,” arXiv:condmat/0412004, 2006.

［30］ V. Pareto, Cours d’économie politique professeé à  
l’université de Lausanne, vol. 2, ed. F. Pichou, Paris, 
1897.

［31］ R. Perline, “Strong, weak and false inverse power laws,” 
Statistical Science, vol. 20, no. 1, pp. 68─88, 2005.

［32］ B. B. Mandelbrot, Fractals and Scaling in Finance: 
Discontinuity, Concentration, Risk, Springer, 1997.

［33］ クリス　アンダーソン，ロングテール：「売れない商品」を
宝の山に変える新戦略，早川書房，2006．

［34］ B. V. Gnedenko and A. N. Kolmogorov, Limit Distributions 
for Sums of Independent Random Variables, Revised 
Edition, Addison-Weskey, 1968.

［35］ B. Mandelbrot, “New methods in statistical economics,” 
J. Political Economy, vol. 71, no. 5, pp. 421─440, 1963.

［36］ N. L. Johnson, S. Kotz, and N. Balakrishnan, Continuous 
univariate distributions, 2nd ed., vol. 1, Wiley, 1994.

［37］ 田中玲子，“スケールリッチ・ネットワークと複雑ネット 
ワークの分類，”数理科学 , vol. 44, no. 8, pp. 48─53, 
2006.

［38］ A. Clauset, C. R. Shalizi, and M. E. J. Newman, “Power-
law distributions in empirical data,” arXiv:0706.162v1, 
2007.

［39］ M. Buchanan, “Laws, power laws and statistics,” Nature 
Physics, vol. 4, p. 339, 2008.

［40］ L. Li, D. Alderson, W. Willinger, and J. Doyle, “A first-
principles approach to understanding the Internet’s 
router-level topology,” Comput. Commun. Rev., vol. 34, 
no. 4, pp. 3 ─14, 2004. Proc. ACM SIGCOMM’04 
Conference.

［41］ P. Mahadevan, D. Krioukov, M. Fomenkov, B. Huffaker, X. 
Dimitropoulos, K. C. Claffy, and A. Vahdat, “The Internet 

AS-level topology: Three data sources and one definitive 
metirc,” Comput. Commun. Rev., vol. 36, no. 1, pp. 17─
26, 2001.

［42］ S. Wasserman and K. Fause, Social Network Analysis, 
Cambridge University Press, 1994.

［43］ M. E. J. Newman, “The structure and function of complex 
networks,” SIAM Review, vol. 45, no. 2, pp. 167─256, 
2003.

［44］ Q. Chen, H. Chang, R. Govindan, S. Jamin, S. J. 
Shenker, and W. Willinger, “The origin of power laws in 
Internet topology revisited,” Proc. IEEE INFOCOM 2002, 
pp. 608─617, 2002.

［45］ R. M. D’Souza, C. Borgs, J. T. Chayes, N. Berger, and R. 
D. Kleinberg, “Emergence of tempered preferential 
attachment from optimization,” Proc. National Academy 
of Sciences, vol. 104, no. 15, pp. 6112─6117, 2007.

［46］ R. M. D’Souza, C. Borgs, J. T. Chayes, N. Berger, and R. 
D. Kleinberg, “Fitting the WHOIS Internet data,” arXiv:
cs.NI/0701198, 2007.

［47］ H. Chang, R. Govindan, S. Jamin, S. J. Shenker, and W. 
Willinger, “Towards capturing representative AS-level 
Internet topologies,” Comput. Netw., vol. 44, pp. 737─
755, 2004.

［48］ J. C. Doyle, D. Alderson, L. Li, S. Low, M. Roughan, S. 
Shalunov, R. Tanaka, and W. Willinger, “The‘robust yet 
fragile’ nature of the Internet,” Proc. National Academy 
of Sciences, vol. 102, no. 41, pp. 14497─14502, 2005.

［49］ B. Donnet and T. Friedman, “Internet topology discovery: 
A survey,” IEEE Commun. Surv., vol. 9, no. 4, pp. 56─69, 
2007.

［50］ R. V. Oliveira, “AS-level connectivity survey,” Posted to 
NANOG mailing list (nanog@nanog.org) on Nov. 6, 2007.

（平成 20年 5月 19日受付，7月 28日再受付）

一井　信吾
▶ 1988東京大学大学院中退．理博．文部
省高エネルギー物理学研究所助手，東京大
学大型計算機センター助教授を経て現職．
ネットワーク設計・構築・運用にまつわる
諸々のことに興味をもつ．情報処理学会，
日本応用数理学会，ACM，IEEE，SIAM等
各会員．



1．ま え が き

　留学生活 5か月になるころにこの原稿を書いています．こ
ちらでの生活にもすっかり慣れ，楽しく充実した毎日を過ご
しています．今回は私の留学先，Daytonについて御紹介し
ます．これといった観光名所はなく，学会でもない限り皆さ
んが訪れることはないかと思いますが，なかなか味わい深い
街です．

2．ライト兄弟と特許

　こちらの教授の話によれば，Daytonは人口 1人当りに換
算すると，特許の数が圧倒的に多い街だということです．
Daytonからは，著名な発明家が何人も出ています．その筆
頭はライト兄弟 （Wilbur, Orville Wright ）です．ライト兄弟
は Daytonで生まれ，育ちました．そのほかにもキャッシュ
レジスターを発明した James Ritty，フロン冷蔵庫やエア 

コンシステムを開発した Charles Kettering などが挙げられ
ます．近年は空軍の研究施設から多くの最新技術が生まれて
います．

3．研究と教育の街

　DaytonにはW.P.A.F.Bと書かれる空軍基地があります．
これは，Wright Patterson Air Force Base の頭文字をとっ

たもので，Wright はライト兄弟にちなんでいます（Patterson

についてはよく分かりませんでした）．全米最大級の空軍研
究機関があるため，ここに知と資金が集結します．NASA

のあるオーランドと双璧で全米でも最大規模の研究拠点だそ
うです．留学先の大学の多くの研究室が空軍施設と共同研究
を行っています．また，夏になると全米から多くの学生が 

インターンシップでやってきて，地元の学生と交流します．
それによって，地元の学生が刺激を受け，更に熱心に研究を
進めるという好循環を生んでいるようです．
　研究施設に勤めている人は博士号をもった人が多く，その
家族が Daytonに住むわけですので，必然的に Daytonの教
育水準は高くなります．Daytonは研究の街であるとともに
教育の街であるもいえます．
　ライト兄弟が飛行機の開発に成功し，Daytonに会社を興
しこの街で多くの実験を行いました．その結果，空軍施設が
この街に作られ，その空軍施設には，常にハイレベルな知が
結集する．それによって，街の教育水準があがり…という好
循環がこの街にはあるようです．その流れを知ったとき，こ
の街の面白さ，奥深さを感じました．

4．観光・催しの紹介

　上述のとおり，この街はライト兄弟，飛行機と空軍の街と
いえます．したがって，観光も必然的にそれに関連したもの
になります．まず，全米でも名の通ったものとして，空軍博
物館（National Museum of the United State Air Force）があ
ります．ここにはライト兄弟が作成した軍事用飛行機から，
最新の戦闘機まで 300種類以上の飛行機が手の届くような至
近距離で展示されています．ここに来れば飛行機の歴史（す
なわち戦争の歴史）を一通り学ぶことができます．日本の零
戦も展示され，太平洋戦争時の日本軍と“KAMIKAZE”につ
いては多くの資料，及びビデオによる説明がありました．
　一方，ライト兄弟の足跡をたどる様々なものが National 

Historic Park （NHP） として保存されています．ライト兄弟
は飛行機の開発を始める前，3年間だけ自転車屋を開業して
おり，そこで機械工作の技術と当面の資金を稼いだそうです．
すべては飛行機開発のため，ということで割り切っており，

ある編集委員の留学記
　その 2：留学先の街 Dayton の紹介

関屋大雄　千葉大学

連載企画

▲空港ではWright Flyerがお出迎え
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ライト兄弟の飛行機に対する情熱を感じることが
できます．その自転車屋は今でも建物が保存され
ており，その中には当時の工具・自転車が展示さ
れています．また，飛行実験を繰り返した場所
（Haffman Prairie Flying Field），記念碑（Wright 

Brothers Memorial）なども空軍基地の中に保存さ
れています．
　空軍関連の催しものとして，全米最大級の航空
ショーである“Dayton Air Show”が毎年夏に開催
されます．ここでは，複数の飛行機によるアクロ
バット飛行から，最新の戦闘機のデモンストレー
ションまで，様々なショーが展開されていきます．
今年の目玉は，日本でも（アメリカらから買わされ
そうと（?））話題の，F22戦闘機“Raptor”の飛行が
一般に初公開されたことです．音速を超える時速
1600キロの飛行では，飛行機が通過した後から音
がやってきて，ものすごい空気の揺れを体感でき
ました．更にびっくりしたのは，時速 50キロでの
超低速飛行です．その制御技術を想像すると， 
ほんの一部ですが，空軍のもつ最新技術を垣間見
ることができ，ただ驚くばかりでした．
　また，毎年 5月に開催される世界最大規模のア
マチュア無線の展示会“Dayton Hamvention”には，
世界中からファンが集まるそうです．今年は行く
ことができませんでしたが，来年は様子を見に行
きたいと考えています．

5．む　す　び

　今回は Daytonについて簡単に紹介させて頂きました．観
光の案内はこれが精一杯です．基本的には何もない，大変 

のんびりした街であり，その中で私もゆったりとした気持ち

で研究に取り組んでいます．次回はこちらの大学のシステム
と学生の考え方について紹介できればと考えています．

▲空軍博物館とその中に展示されていた F22戦闘機“Raptor”

▲左上：NHPの入口．右上：ライト兄弟の記念碑．左中：ライト兄弟の自
転車屋．右中：ライト兄弟に関する資料館．左下：Wright Flyer Bに関す
る資料館．右下：Wright Flyer Bの複製（実際にこれが Dayton Air Show

で飛んでいました）

▲ Dayton Air Showにて：F15戦闘機とアパッチヘリコプター

ある編集委員の留学記　その 2 69
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　最近，職場の若手から，35年ぶり
に FFTによる高速多数けた乗算アル
ゴリズムにおいて，従来よりも更に
高速なアルゴリズムが発見されたら
しいとの噂を聞いた．私は FFTを用
いた多数けた乗算アルゴリズムを知
らなかったが，畳込みと乗算の類似
性に興味をもったことと，本誌 4号
の所感・書簡で前原先生が，「鉄橋を
渡る列車と畳込みの関係」について目
からうろこの解説をされておられた
ことから本稿を執筆することとした．
　FFTは J. W. Cooleyと J. W. Tukey
が 1965年に発見したとされていた．
一方， A.Schönhageと V. Strassenは
1971年に FFTを用いた多数けた乗
算法を発見した．FFTが発見された
といわれていた年の 6年後のことで
ある．
　ここで乗算と畳込みの関係を示そ
う（図 1参照）．系列 fを｛1，2，3｝，
F = 123とし，系列 gを｛4，5，6｝，
G = 456 とすると，その畳込み f ＊ g
は｛4，13，28，27，18｝となる．この，
ずらして掛けて足すという畳込み演
算と筆算による乗算の類似性に着目
している．
　系列 f，gの畳込みは，その系列長
が長い場合は定義に従って計算する

よりも，いったん両系列をフーリエ
変換し，周波数軸上で乗算を行い，
逆フーリエ変換を行う方が演算量を
少なくできることは周知の事実であ
る．これにより少ない演算量で f ＊ g
を得られる．ここまでの説明を聞い
ていた某氏が「キャリーはどうするの
か」と尋ねたので，通常の筆算のよう
に下のけたからのキャリーを足せば
OKと答える私．乗算結果として F
× G = 56088を得る．しかしここで
一つの大きな可能性を捨てている．
　畳込みにはその逆演算である逆畳
込み（Deconvolution）が存在する．畳
込みで多数けた乗算ができるのなら
ば，逆畳込みで多数けた除算が高速
にできるのではと考えるのが自然で
ある．除算はこれまでニュートン法
など乗算を用いて計算することが多
く，高速演算が困難であった．この
ため，これまで各種の信号処理アル
ゴリズムでは除算を避ける工夫を施
す場合が多かった．高速除算が実現
できればそのインパクトは大きい．
しかしそのためには，今回の例では
56088から｛4，13，28，27，18｝を
出す，つまりキャリー加算された値
を再びもとの値に戻すことが必要で
ある．これがなかなか困難である．

　では，FFTを用いた多数けた乗算
は実際にはどのように利用されてい
るのであろうか．スーパコンピュー
タと FFT関連アルゴリズムの利用よ
り円周率計算の世界記録達成に成功
した例があるようである．一方，身
近で多数回の剰余乗算が必要なアル
ゴリズムの例として 1977年に発明さ
れた RSA暗号がある．しかし FFTに
よる多数けた乗算法は 1971年発見さ
れたが，RSAにはほとんど使われず，
RNS表現による演算法と 1985年に
Peter Montgomeryが考案した剰余ア
ルゴリズムがこれまで多用されてい
るようである．
　乗算という基本的なアルゴリズム
については，とうの昔に研究しつく
されており新発見はほとんどないと
思っていたが，35年ぶりの話を聞く
とそうでもないようである．この手
の話はなかなか奥が深い．この新ア
ルゴリズムが各種の世界記録達成に
寄与するとともに，これを更に超え
るアルゴリズム出現の突破口となる
ことを祈念して筆を置く．

■ 興味のある人のために……………
　文　　献
（多数けた乗算）

[1] M. Fürer, “Faster integer multiplica-

tion,” STOC 2007 Proc., pp. 57─66, 

2007. 

 http://www.cse.psu.edu/~furer/

Papers/mult.pdf

[2] A. Schönhage and V. Strassen, 

“Schnelle Multiplikation großer 

Zahlen,” Computing, vol. 7, pp. 281─
292, 1971.

（円周率計算）

[3] http://pi2.cc.u-tokyo.ac.jp/pi_current 

-j.html と http://www.cs.t-kougei.

ac.jp/nsim/wrecord.htm

（情報通信研究機構　守山栄松）
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　第 4号で 「学生，若手研究者向け論文書き方術」を執筆させ

て頂いてから，本マガジンがグーンと身近に感じられるように

なりました．今回は，僭越ながら巻末言を担当することになり

ました．しかしながら，テーマが与えられないと，文章を書く

のがこんなに苦しいものかと改めて実感しました．苦しんだ挙

げ句，ここは，やはり自分の最も得意（特異？）な分野について

の雑感を書くしかないという安易な考えにたどり着きました．

参考までに広辞苑（第六版）によりますと，雑感とは 「種々，さ

まざまな，まとまりのない感想」 とあります．まさに雑感としか

いえない内容ですが，お付き合い下さい．

　さて，皆様はどのような数字が好きでしょうか．「7」を好き

な方は多いでしょう．私の好きな数字は，「3」，「17」  などいくつ

かあります．通勤途中にでも好きな数字を見つけますと，「今日

は良いことがあるかも！」というように自然とプラス思考になっ

てしまいます．「3」 という数字は，昨今，あるエンターテイナー

の芸として巷で流行っているようですが，「3」 について書いてみ

ようと思ったのは，それがきっかけではありません．私にとっ

て「3」といえば，あのミスタージャイアンツこと，長嶋茂雄 

さんの背番号で，小学生のころからのあこがれの数字です．こ

とさらのようにいいましたが，私と同じ世代あるいは近い世代

には，同じ思いの方が多いと思います．

　それから「3」は様々な分野で  「安定」，「重要」，「調和」  等の意味

を表す大切な数字であると考えております．カメラ，ビデオ等

の三脚はなぜ足が 3本あるのかを知ったとき，大変感動した覚

えがあります．忘れもしません．中学生のとき，数学の授業で

先生が平面幾何の説明をして下さったときのことです．「三つ

の異なる点が一つの平面を決める」の例として，三脚の話をし

て下さったのです．三脚と平面がなかなか結び付かなかった私

ですが，それだけに理解できた瞬間はそのときの授業光景とと

もにしっかり記憶に残っております．また，「早起きは三文の得」，

「三人寄れば文殊の知恵」，「三本の矢」，「三種の神器」，「御三家」，

「三蔵法師」（経蔵，律蔵，論蔵に通暁した僧），「だんご 3兄弟」，

などなど，「3」の付く言葉は私たちの身の回りにたくさんありま

す．私の口癖の一つに，「×× 3兄弟」と勝手に命名することが

あるのですが，講義やセミナーで重要事項をいうときによく

使っております．受けねらいともとられますが，私の中では 「平

面」＝「基礎」 のイメージがあり，土台のように大事であること

を強調するときには，興ざめ覚悟でこのような言い方をします．

　ほかにも「3」が基本となるものがあります．特に人間の習性

や感性に関連したものに，「いち，にー，さん！」 あるいは 「さん，

にー，いち！」 という掛け声があります．身体のリズムの一つで，

やはり 「3」 ですね．また，和音もそうです．例えば，「ドミソ」 の

和音は三つの音がきれいに重なり，私たちの脳にとって心地よ

いハーモニーとなります．これは，いわゆるメジャーコードで，

とても明るく，楽しくさせる響きですね．真ん中の「ミ」が半音

下がると，一転して，悲しいような，寂しいような感じとなり

ます．これがマイナーコードです．一方，「ドミソ」 の 「ソ」 が半

音上がると，何か不安定な響きがします．また「ドミソ」の「ミ」

と「ソ」がともに半音下がると，一般に怖い感じとなります．不

思議なものですね．科学的には半音上げは周波数を約 5.9％上

げること，半音下げは周波数を約 5.6％下げることです．たっ

たこれだけの周波数の変化に対し，私たちの脳はただ単に反応

するのではなく，楽しいとか，悲しいとか，怖いとかいうよう

に感情までも変わってしまうことになります．和音は魔術といっ

てもよいでしょう．わずか三つの音の調和，バランスがいかに

人間の感性にとって重要かということですね．楽しいとき，悲

しいとき，辛いとき，どんなときにも歌を歌ったり，音楽を奏

でたり聴いたりしたくなるのは，このような魔術による心

の  「安定化」を自然と求めているのでしょう．だんご 3兄弟はと

もかくも，数字の「3」がもつ意味合いは，上述のように歴史的，

宗教的，科学的，感性的に非常に奥深いといえます．

　私事ですが，私は和音を話のネタにするくらい音楽（MUSIC）

が好きで，数字の「3」とのつながりにも何か宿命的なものを感

じます．このような雑感を創造力の土壌として，今日もまた，

MUSICを聴きながら，MUSIC（Multiple Signal Classification）

アルゴリズムを使ってアレー信号処理の研究にいそしんでおり

ます．平凡ですが，一歩ずつ前に進もうとしている，いつもの

自分がそこにいます．通ソマガジンも，今回号で「ラッキー 7」

を迎え，一歩ずつますます着実に前進していくと期待してい 

ます．

巻末言…………………………………

通信ソサイエティ和文論文誌編集委員長　菊間信良

「3」 についての雑感



▶マガジン探検隊が組織されて
から，早 3年．数々の素晴らしい
財宝を発見して意気揚々としてい
た．探検隊に組織されたかたつむ

り遊撃隊としてミイラ集めに向
かったはずだったが，その仲間にはずだったが，その仲間にだったが，その仲間に
いつの間にかミイラにされてし
まっていた．身動きができない．
 （M.T.）
▶ちょうどこの編集後記を書いて
いる今，共和党のマケイン候補が
副大統領の指名を大学の体育館で
行っています．同じ場所では民主
党のオバマ候補も演説を行いまし
た．次の大統領はどちらになるに
せよ，ここで演説をしたことにな
ります．今のところ大接戦．はた

してどちらが勝つのか？？ （H.S.）（H.S.）.S.））
▶今回のマガジンは，いかがでし
たでしょうか．親しみやすい誌面やすい誌面い誌面
のために，読者の方の投稿を含め，
コラム記事を増やせればと思いま
す．身近な話題のコラムから論文
まで皆様の投稿をお待ちしており
ます． （Y.K.）
▶書評，研究開発記事に加えて，
読者が読みたくなる記事を，どの，どのどの
ような構成でどのように連載して
いくかを編集者として考えるため
にも，多様な観点で，昨今の読者

の興味を分析し，ネタ集を整理す
る必要があるなぁと考えておりまぁと考えておりまと考えておりま
す． （A.I.）（A.I.））
▶ネットワークシミュレーション
では，ミクロレベルからマクロレ
ベルにわたった適切なモデリング
が欠かせません．今回はOPNET

を紹介させて頂きましたが，解
説論文を通じて，OPNETのモデ，OPNETのモデOPNETのモデ 

リング能力の高さをお分かり頂け分かり頂けり頂け
たのではないかと思います．次回
は ns-2の予定です． （S.K.）（S.K.））

編集後記

編集委員会
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